
観光来訪者に向けた企画乗車券の商品造成・広報のあり方に関する調査　　
基礎資料：企画乗車券一覧（平成23年3月時点）

企画乗車券は、事業者ヒアリング及び各社HPより抽出。
※平成23年度の情報は、発表されている範囲で抽出

【鉄道】 【バス】
・近鉄 ・大阪府
・阪急 　大阪市交通局
・阪神 　阪急バス
・南海 　阪神バス
・JR西日本 　南海バス
・京阪 　大阪空港交通
・府県（大阪） ・京都府
　大阪府都市開発（泉北高速鉄道） 　京都市交通局　
　北大阪急行電鉄 　京阪京都交通
　大阪市交通局 　京都バス
　阪堺電気軌道 　京阪バス
　大阪高速鉄道（大阪モノレール） 　西日本JRバス
・府県（京都） ・兵庫県
　京都市交通局 　神戸市交通局
　京福電気鉄道（嵐電） 　神戸交通振興
　叡山電鉄 　伊丹市交通局
　北近畿タンゴ鉄道 　尼崎市交通局
・府県（兵庫） 　明石市営バス
　山陽電鉄 　神姫バス
　六甲摩耶鉄道 ・奈良県
　神戸市交通局 　奈良交通
　能勢電鉄 【船】
　神戸新交通（ポートライナー、六甲ライナー） ・大阪府
　北条鉄道 　大阪水上バス
　北神急行電鉄 　一本松海運
　神戸電鉄 　キャプテンライン
　神戸高速 ・滋賀県
・府県（滋賀） 　琵琶湖汽船
　近江鉄道 ・兵庫県
　比叡山鉄道 　海上アクセス
　信楽高原鐵道 　神戸ベイクルーズ

　早駒運輸
　ルミナスクルーズ
【共同企画】
　スルッとKANSAI　　3dayチケット・2dayチケット
　Osaka海遊きっぷ
　スルッとKANSAI　　大阪周遊パス
　スルッと　KANSAI　神戸街めぐり1dayクーポン

※各社局にまたがるものについては、基本的に各社局内それぞれに記載。
　ただし、スルッとKANSAI（3dayチケット・2dayチケット）は、共同企画ページのみに記載。
　スルッとKANSAI(大阪周遊パス、神戸街めぐり1dayクーポン）とOsaka海遊きっぷは共同企画にまとめて掲載しているが
　個別の○○版、○○拡大版は各社局ページにも記載をしている。



観光来訪者に向けた企画乗車券の商品造成・広報のあり方に関する調査　基礎資料　①鉄道 広域

自社
他社
連携

地域
連携
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他

名称 乗車券種 発売期間 ご利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項

● 近鉄週末フリーパス 3日フリーパス
2011.1.4～
2011.12.23

2011.2.4～
2011.12.26

乗車開始日より連続3日間
※利用日に土日の両日を必
ず含む

近鉄全線3日間乗降フリー乗車 葛城山ロープウェイ50％割引 4000円
近鉄主要駅（特急券うりばのある駅）及びKNTツーリスト、
近畿日本ツーリスト主要支店・営業所

前売制　※購入日当日は利用不可
特急料金は含まず

● ●
伊勢・鳥羽・志摩スーパーパス
ポート“まわりゃんせ”

往復乗車券+フ
リー区間乗り放
題

2011.2.1～
12.26

2011.2.10～
12.29

近鉄電車ゆきの乗車日から
4日間（帰りの駅下車まで有
効）

近鉄発駅から伊勢志摩までの往復乗車券+往復特急券、
伊勢エリアでの近鉄電車・特急、バス、船が乗り放題、
28観光施設に入場無料

手荷物無料配送
日本レンタカー30％割引
温泉日帰り入浴割引・飲食店、土産物店での
サービス
オプション+5300円にて観光タクシー1台利用
可

9500円

近鉄主要駅（伊勢中川駅以西・以北の特急うりばのある駅）、阪神三宮駅、KNTツーリスト・近
畿日本ツーリスト、JTB・日本旅行各グループ、京阪交通社、農協観光、トップツアー、南海国
際旅行、名阪近鉄旅行、西鉄旅行、名鉄観光サービス、読売旅行の主要支店・営業所、奈良
交通 各旅行センター、京王観光 大阪支店、東武トラベル 大阪支店、阪急交通社 梅田支店、
北大阪急行電鉄 各駅、津エアポートライン セントレア港営業所
近鉄グループのインターネットショッピングモール　「どっとこむライフ」

● ●
伊勢の神宮　正宮・別宮
おかげ参り　ご朱印巡りきっぷ

往復乗車券+フ
リー区間乗り放
題

2011.3.19～
2012.3.28

2011.4.1（た
だし購入日
の
翌日に限る）
～2012.3.31

ご利用期間中で乗車開始日
から3日間

発駅から伊勢志摩までの往復乗車券・特急券+松阪～賢島間の近
鉄電車乗り放題
（松阪～賢島間特急引換券2枚付き）
伊勢、二見、鳥羽地区のバス乗り放題
南紀特急バス半額割引券（2枚）
伊勢名物赤福引換券　お召し上がり「盆」3粒
神宮徴古館・農業館入館券
おかげ座（おかげ横丁）入館券
お伊勢さん観光案内人ガイド付き内宮参拝の参加券（500円別途
必要）　伊勢の神宮　正宮　おかげ参り　朱印帳　ご案内文付き

お伊勢さん観光案内人ガイド付き内宮参拝
の参加券（500円別途必要）
伊勢の神宮 正宮 別宮 おかげ参り 朱印帳
ご案内文付き
オプション+5300円にて観光タクシー1台利用
可

関西発　6000円
東海発　5500円

[関西発]大阪難波、大阪上本町、大阪阿部野橋、京都、大和西大寺、 橿原神宮前、名張の
各駅営業所
[東海発]近鉄名古屋、近鉄四日市、津、名張の各駅営業所
[関西発・東海発とも]KNTツーリスト・近畿日本ツーリスト、 JTB・日本旅行各グループ、京阪
交通社、農協観光の主要支店・営業所・近鉄グループのインターネットショッピングモール
「どっとこむライフ」

前売制　※購入日当日は利用不可

● ●
“ゆめもうで”
伊勢神宮初詣きっぷ

往復乗車券+
フリー区間乗り
放題

2010.11.15
～
2010.12.31

2010.12.30
～2011.1.31

ご利用期間中で利用開始日
から連続3日間

往復特急引換券・乗車券、伊勢市駅～賢島駅間のフリー区間乗車
券およびフリー区間内に利用できる特急引換券（2枚）がセットに
なった券

※往復特急券がセットされていないきっぷ（発駅指定）も発売あり

「干支置物」または「盃」どちらかお好きな記
念品1品と交換できる「伊勢神宮ご参拝記念
品引換券」付き
きっぷの呈示により、指定観光施設にて各割
引あり

例）大阪方面発　5000円
　　東海方面発　4500円

近鉄主要駅ほか主な旅行会社
（往復特急券付はインターネット通信販売可能）

● ●
“ゆめもうで”
伊勢神宮初詣きっぷ【阪神版】

阪神全線乗り放
題+往復乗車券
+
フリー区間乗り
放題

2010.11.15
～
2010.12.31

2010.12.30
～2011.1.31

ご利用期間中で利用開始日
から連続3日間

阪神全線のフリー乗車券、往復特急引換券・乗車券、伊勢市駅～
賢島駅間のフリー区間乗車券およびフリー区間内に利用できる特
急引換券（2枚）がセットになった券

※往復特急券がセットされていないきっぷ（発駅指定）も発売あり

「干支置物」または「盃」どちらかお好きな記
念品1品と交換できる「伊勢神宮ご参拝記念
品引換券」付き
きっぷの呈示により、指定観光施設にて各割
引あり

5500円 阪神 梅田、尼崎、甲子園、御影、三宮の各駅長室、大阪難波駅ほか主な旅行会社

● ●
“ゆめもうで”
橿原神宮初詣1ｄａｙチケット

1日フリーきっぷ
2010.11.15
～
2010.12.31

2011.1.1～
2011.1.31
※1.1利用の
場合は12.31
（18時より）
利用可能

ご利用期間中のお好きな1
日

南大阪線、長野線、御所線、道明寺線、信貴線の全区間および大
阪難波駅～（大阪線経由）～橿原神宮前駅までの区間が乗り放題

橿原神宮外拝殿前で「干支盃」が受け取れる
引換券付き

900円
大阪府内の近鉄主要駅、
インターネット通信販売（どっとこむライフ：12/22まで）

特急料金は含まず

● ●
“ゆめもうで”
京阪奈初詣1ｄａｙチケット

1日フリーきっぷ
2010.11.15
～
2010.12.31

2011.1.1～
20111.10
※1.1利用の
場合は12.31
（18時より）
利用可能

ご利用期間中のお好きな1
日

大阪府・京都府・奈良県内（大阪線三本松駅以西）の近鉄電車が
1日乗り放題

橿原神宮、三輪明神、春日大社、安倍文殊
院、信貴山毘沙門天、生駒聖天（宝山寺）、
石切神社の社寺のうち、
いずれか1社寺でおみくじなどの特典あり

1200円
大阪府・京都府・奈良県内の近鉄主要駅
インターネット通信販売（どっとこむライフ：12/22まで）

特急料金は含まず

●
“ゆめもうで”
新春全線フリーパス

1日フリーきっぷ
2010.11.15
～
2010.12.31

2010.12.30
～2011.1.31

ご利用期間中で利用開始日
から連続3日間

3日間近鉄電車全線乗り放題

全線で使用できる特急割引券付き
（大人200円引×2枚、小児100円引×2枚）

葛城山ロープウェイ50％割引券

4000円
近鉄主要駅、
ＫＮＴツーリスト・近畿日本ツーリスト
インターネット通信販売（どっとこむライフ：12/22まで）

特急料金は含まず

● ● 阪神・近鉄初詣1ｄａｙチケット 1日フリーきっぷ
2010.12.1～
2011.1.16

2011.1.1～
2011.1.16

ご利用期間中のお好きな1
日

阪神電車・神戸高速全線（バス除く）＋近鉄大阪難波駅～近鉄奈
良間、生駒ケーブル（鳥居前～宝山寺間）が1日フリー

・湊川神社、生田神社、西宮神社（西宮えび
す）のうちいずれか1神社の「祈念品」引換券
・春日大社、宝山寺（生駒聖天）、石切神社
のうちいずれか1社寺の「おみくじ」引換券

1500円

[近鉄]大阪難波～近鉄奈良駅間の各駅（枚岡、額田、石切、富雄、新大宮を除く）、
新田辺、高の原、近鉄郡山、天理、王寺の各駅
[阪神]阪神線各駅（係員不在時を除く）および、梅田、尼崎、甲子園、御影、三宮の各駅長室
[神戸高速]高速神戸、新開地、高速長田の各駅

おとな：限定10000枚
こども：限定1000枚

特急料金は含まず

● ●
パルケエスパーニャ・
フリーきっぷ

4日間フリーきっ
ぷ+パスポート引
換券

乗車開始日から4日間、
パルケエスパーニャパス
ポートは電車乗車券有効期
間中に引き換え

4日間全線乗り放題（近鉄電車全線）
往復特急引換券
パルケエスパーニャパスポート引換券（入園と無料のショーおよび
アトラクション（一部を除く）が乗り放題）
バス往復乗車券（鵜方または賢島～志摩スペイン村）

7800円
近鉄主要駅（特急券うりばのある駅）およびKNTツーリスト・近畿日本ツーリスト、JTB・日本旅
行各グループ、京阪交通社、農協観光の主要支店・営業所、ローソン・ファミリーマート（西日
本・中部地区）の各店舗

● ●
パルケエスパーニャ・パスポー
ト付割引きっぷ

電車・バス往復
乗車券+パス
ポート割引セット

乗車開始日から4日間、
パルケエスパーニャパス
ポートは電車乗車券有効期
間中に引き換え

近鉄電車往復乗車券と、パルケエスパーニャパスポート引換券（入
園と無料のショーおよびアトラクション（一部を除く）が乗り放題）、
バス往復乗車券（鵜方または賢島～志摩スペイン村）

例）「大阪難波～鶴橋」発駅
　　　　　　　　　　　　   　8290
円
※1500～1800円ほど通常料
金よりお得

近鉄主要駅（特急券うりばのある駅） 特急料金は含まず

● ● 伊勢・鳥羽2dayフリーきっぷ

近鉄電車往復
乗車券+伊勢鳥
羽エリアの乗降
フリー

乗車開始日から2日間
近鉄電車往復乗車券とフリー区間内の近鉄電車（伊勢市～鳥羽）・
三重交通バス（伊勢・二見・鳥羽周遊バス「CANばす」を含む）・鳥
羽市かもめバスが自由に乗降できる割引セット

鳥羽湾めぐり（志摩マリンレジャー）乗船券お
よび、イルカ島・鳥羽水族館・ミキモト真珠
島・お伊勢まいり資料館・二見シーパラダイ
スの入場料が割引

例）「大阪難波～鶴橋」発駅
4350円

近鉄主要駅（特急券うりばのある駅）およびKNTツーリスト・近畿日本ツーリスト、JTB・日本旅
行各グループ、京阪交通社、農協観光の主要支店・営業所

特急料金は含まず

● 伊勢志摩ウィークデー4
往復乗車券（4
人以上でお得）

出発は月～
金曜に限る
（日祝日及
びその前日
は出発不
可）
※12/30～
1/5、4/28～
5/6、8/10～
17は利用不
可

乗車開始日から4日間

同一行程で旅行する4人以上グループ対象に1人あたり約25％
OFF

[鳥羽コース] 発駅⇔鳥羽駅 <往復>
[賢島コース] 発駅⇔賢島駅 <往復>

例）「大阪難波～鶴橋」発駅
鳥羽コース　2980円
賢島コース　3360円
（1人あたりの金額）

近鉄主要駅（特急券うりばのある駅）およびKNTツーリスト・近畿日本ツーリスト、JTB・日本旅
行各グループ、京阪交通社、農協観光の主要支店・営業所

特急料金は含まず
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エリア
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区分 企画乗車券
エリア
／府
県

交通
事業者

本社
所在地

主な運行エ
リア・

主な路線・
周遊エリア

● ●
賢島クルーズ＆志摩マリンラン
ド割引きっぷ

往復乗車券+観
光船乗船+入館
券の割引セット

乗車開始日から4日間
観光船＆入館券は近鉄線有
効期間中で当日1回限り有
効

近鉄電車往復乗車券＋賢島エスパーニャクルーズ（英虞湾めぐり）
観光船乗船券＋志摩マリンランド入館券を割引セット

例）「大阪難波～鶴橋」発駅
5750円

近鉄主要駅（特急券うりばのある駅） 特急料金は含まず

● ● 鳥羽水族館割引きっぷ
往復乗車券+観
光船乗船+入館
券の割引セット

乗車開始日から4日間
入館券は近鉄線有効期間中
に入館当日1回限り有効

近鉄電車往復乗車券＋鳥羽水族館入館券を割引セット
鳥羽湾めぐり（志摩マリンレジャー）乗船券、イルカ島の入場料が
割引

例）「大阪難波～上本町」発
駅　5380円

近鉄主要駅（特急券うりばのある駅） 特急料金は含まず

● ●
吉野山・金峯山特別展拝観券
付割引きっぷ

往復乗車券+特
別拝観券の割
引セット

2011.3.26～
2011.5.8

2011.3.26～
2011.5.9

乗車開始日から2日間
近鉄電車往復乗車券＋金峯山寺の特別拝観券（蔵王堂の拝観
と、蔵王堂の奥にある奥殿で開催される特別展を見ることが可能）
を割引セット

例）「大阪阿部野橋」発駅
2070円

近鉄主要駅（特急券うりばのある駅） 特急料金は含まず

● ●
奈良世界遺産フリーきっぷ
「奈良・斑鳩・吉野コース」

往復乗車券+
フリー区間電
車・バス乗り放
題

2010.12.15
～

2011.1.1～
ご利用期間中で乗車開始日
から3日間
（帰りの駅で下車まで有効）

近鉄電車往復乗車券
近鉄電車フリー区間乗り放題
奈良交通バスフリー区間乗り放題

割引特典：春日大社宝物殿、春日大社萬葉
植物園（神苑）、大安寺、元興寺、大和文華
館、岡寺、橘寺、壷阪寺、安倍文殊院、長谷
寺、談山神社、室生寺、金峯山寺蔵王堂、吉
水神社、竹林院、如意輪寺、万葉文化館、飛
鳥資料館、サンフラワーレンタサイクル（西大
寺・法隆寺・橿原）

例）「大阪難波～鶴橋、大阪
阿部野橋」発駅
　　　　　　　　　   　　　　2800
円

近鉄主要駅（特急券うりばのある駅）およびKNTツーリスト・近畿日本ツーリスト、JTB・日本旅
行各グループ、京阪交通社、農協観光の主要支店・営業所

特急料金は含まず

● ●
奈良世界遺産フリーきっぷ
「奈良・斑鳩コース」

往復乗車券+フ
リー区間電車・
バス乗り放題

2010.12.15
～

2011.1.1～
利用期間中で乗車開始日か
ら2日間
（帰りの駅下車まで有効）

近鉄電車往復乗車券
近鉄電車フリー区間乗り放題
奈良交通バスフリー区間乗り放題

割引特典：春日大社宝物殿、春日大社萬葉
植物園（神苑）、大安寺、元興寺、大和文華
館、サンフラワーレンタサイクル（西大寺・法
隆寺）

例）「大阪難波～鶴橋」発駅
1800円

近鉄主要駅（特急券うりばのある駅）およびKNTツーリスト・近畿日本ツーリスト、JTB・日本旅
行各グループ、京阪交通社、農協観光の主要支店・営業所

特急料金は含まず

● ● 飛鳥めぐりフリーきっぷ
往復乗車券+フ
リー区間乗り放
題

乗車開始日から2日間

近鉄電車往復乗車券とフリー区間の近鉄電車（または近鉄電車・
奈良交通バス）が自由に乗降できるきっぷを割引セット。
鉄道のみのコースと、奈良交通バスをセットしたバスセットコースの
2種類

岡寺・橘寺・壷阪寺・安倍文殊院・万葉文化
館・飛鳥資料館の拝観・入場料および近鉄サ
ンフラワーレンタサイクル（橿原）が割引

例）「大阪難波～鶴橋、大阪
阿部野橋」発駅
　　　　　　鉄道コース1380円
　　バスセットコース　2030円

近鉄主要駅（特急券うりばのある駅）およびKNTツーリスト・近畿日本ツーリスト、JTB・日本旅
行各グループ、京阪交通社、農協観光の主要支店・営業所

特急料金は含まず

● 山の辺の道散策割引きっぷ
天理or桜井駅ま
での乗車券割引
セット

乗車開始日から2日間
発駅から天理駅（または桜井駅）までの乗車券と桜井駅（または天
理駅）から発駅までの乗車券を割引セット。
・天理から桜井、または桜井から天理へ歩くコース

例）「大阪難波～鶴橋」発駅
1090円

近鉄主要駅（特急券うりばのある駅）およびKNTツーリスト・近畿日本ツーリスト、JTB・日本旅
行各グループ、京阪交通社、農協観光の主要支店・営業所

特急料金は含まず

● ● 奈良大和路スルーパス
片道タイプ乗車
券

乗車開始日から4日間

名古屋から奈良大和路周遊後、京都へ抜ける片道タイプの乗車券
（逆コースもあり）
鉄道のみのコースと、奈良交通バスをセットしたバスセットコースの
2種類
鉄道コースではフリー区間内の近鉄線が、バスセットコースではフ
リー区間内の近鉄線、奈良交通バス路線が自由に乗降可

春日大社宝物殿・春日大社萬葉植物園（神
苑）、大安寺、元興寺、安倍文殊院、万葉文
化館、長谷寺、室生寺の拝観・入場料が割
引

電車のみコース　2820円
電車+バスコース　4060円

近鉄主要駅（特急券うりばのある駅）およびKNTツーリスト・近畿日本ツーリスト、JTB・日本旅
行各グループ、京阪交通社、農協観光の主要支店・営業所

発駅：京都or近鉄名古屋
特急料金含まず

● ● 吉野路ウィークデー4
往復乗車券（4
人以上でお得）

月～金出発
に限る（日祝
日およびそ
の前日は出
発不可）
※4/1～30
利用不可

乗車開始日から4日間
発駅～吉野駅までの乗車券を
同一行程で旅行する4人以上グループ対象に発売

竹林院・金峯山寺蔵王堂・吉水神社・如意輪
寺の拝観・入場料が割引

例）「大阪難波～鶴橋、大阪
阿部野橋」発
　　　　　　　　　　　　　　1420円
（1人あたりの金額）

近鉄主要駅（特急券うりばのある駅）およびKNTツーリスト・近畿日本ツーリストの主要支店・
営業所

特急料金は含まず

●
奈良・大和路遊々きっぷ

京都までのJR新
幹線往復+奈良
大和路フリー区
間の近鉄線・JR
線・バス乗降割
引きっぷ

2009.7.1～
通年

2009.7.16～
通年

乗車開始日から4日間
※12/28～1/6、4/27～5/6、
8/11～20まで除く

京都までのJR新幹線の往復と、奈良・大和路フリー区間の近鉄
線・JR線・奈良交通バス路線が自由に乗降できるきっぷを割引セッ
ト

例）「東京（都区内）」発
27500円

出発駅周辺のJR東日本・JR東海の主要駅、および主な旅行会社の主要支店・営業所
フリー区間内の特急列車は別途特急料
金が必要

● 奈良・大和路遊々きっぷ

京都までのJR特
急往復+奈良大
和路フリー区間
の近鉄線・JR
線・バス乗降割
引きっぷ

2010.12.7～
2012.3.28

2011.1.7～
2012.3.31

乗車開始日から4日間
※12/28～1/6、4/27～5/6、
8/11～20まで除く

京都までのJR線の往復（特急）と、奈良・大和路フリー区間の近鉄
線・JR線・奈良交通バス路線が自由に乗降できるきっぷを割引セッ
ト

例）「金沢」発　14900円 出発駅周辺のJR西日本、および主な旅行会社の主要支店・営業所
フリー区間内の特急列車は別途特急料
金が必要

特急料金は含まず

[阪急電鉄]梅田、十三、塚口、西宮北口、夙川、三宮、豊中、石橋、川西能勢口、宝塚、淡
路、茨木市、高槻市、北千里の各ごあんないセンター
[阪神電車]阪神電車各駅（係員不在時を除く）
［神戸高速］高速神戸・新開地・高速長田の各駅
[大阪市交通局]地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六丁目を除く）、市営交通案内コー
ナー（新大阪・梅田・天王寺）、市営交通アクセスガイド（なんば）、グッズセンターなんば
[南海電鉄・泉北高速鉄道]南海電鉄各駅（関西空港駅、高野山駅など一部の駅を除く）、泉北
高速鉄道各駅窓口および定期券うりば
[京都市交通局]市営地下鉄各駅、市バス・地下鉄案内所（交通局、京都駅前、京都駅地下
街、北大路、烏丸御池駅）、定期券発売所（北大路、四条、京都駅前、竹田、六地蔵、山科、
三条京阪、二条）、地下鉄駅売店
[京阪電車]中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市、寝屋川市、香里園、枚方市、樟葉、中書
島、丹波橋、祇園四条、三条、出町柳の各駅
[北大阪急行電鉄]千里中央、桃山台、緑地公園の各駅
[大阪モノレール]各駅改札窓口
[神戸市交通局]市営地下鉄各駅窓口・駅売店、サークルＫ西神中央駅店
[神戸電鉄]神戸電鉄主要駅、駅売店、神鉄グループ総合案内所、委託発売所
[能勢電鉄]平野駅、山下駅、川西能勢口ごあんないカウンター、平野駅コンビニ「リズミン」
[山陽電車（明石以東）]西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、板宿・垂水・明石の各
定期券発売所、ご案内センター（明石）
[山陽電車（全線）]明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、明石・東二見・高砂・
飾磨・姫路の各定期券発売所、ご案内センター（明石）

近
畿
日
本
鉄
道

（
株

）
②

大
阪
・
京
都

奈
良
・
三
重

大
阪
市

阪急沿線から　2000円
阪神沿線から　1800円

神戸高速沿線から　2000円
大阪市交通局から　1600円
南海泉北沿線から　2000円

京都市営地下鉄から1600円
京阪沿線から　1500円

北大阪急行から　1700円
大阪モノレールから　2200円
神戸市営地下鉄から　2300

円
神戸電鉄から　2500円
能勢沿線から　2300円

山陽沿線（明石より以東）か
ら2400円

山陽沿線（全線）から
2700円

● 利用期間中1日間奈良・斑鳩1dayチケット 1日乗車券
2011.4.1～
2012.3.31

2011.4.1～
2012.4.30ま
でのお好き
な1日

各社局線の指定区間1日乗り放題
近鉄電車の指定区間1日乗り放題
奈良交通バスの指定区間1日乗り放題

【近畿日本鉄道】



自社
他社
連携

地域
連携

その
他

名称 乗車券種 発売期間 ご利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項

区分 企画乗車券
エリア
／府
県

交通
事業者

本社
所在地

主な運行エ
リア・

主な路線・
周遊エリア

●
奈良・大阪フリーきっぷ（JR・近
鉄）

往復新幹線普
通車指定席+フ
リー区間乗り放
題

2011.2.12～
2012.3.28

2011.3.12～
2012.3.31

乗車開始日から3日間

往復の新幹線普通車指定席（新大阪まで）と、奈良・大阪フリー区
間でのＪＲ普通列車自由席（快速・新快速含む）乗り放題・
指定した近鉄線・奈良交通バスの乗り放題がセットになったきっぷ
です。

※2名以上のグループで前日までに購入が必要

「奈良交通定期観光バス案内所」で
「奈良・大阪フリーきっぷ（ＪＲ・近鉄）」の
「かえり券」を呈示すると、
奈良交通定期観光バスを団体割引運賃で
利用可能

例）岡山発　13000円
出発地周辺の主な駅のみどりの窓口、および主な旅行会社
電話予約購入（クレジット決済）

フリー区間内の特急列車は別途特急料
金が必要

● ●

～「第27回全国都市緑化なら
フェア」企画～

都市緑化ならフェア　電車＆バ
ス割引きっぷ

往復乗車券+バ
ス往復割引乗車
券

2010.8.30～
2010.11.14

2010.9.18～
2010.11.14

利用期間中で乗車当日限り
発駅から五位堂駅までの近鉄電車の往復乗車券と、
五位堂駅から馬見丘陵公園までの奈良交通バス往復乗車券が
割引セット

記念品として、「ダリアの球根セット」もしくは
「フィンランド製ガーデンスコップ（大小セッ
ト）」が当たる
（各５０名 合計１００名様）

例）大阪難波駅発　1200円 近鉄主要駅（特急券うりばのある駅）

2010.9.18～20の3日間（1日1本）
臨時直通急行「やまと花ごよみ号」運転

池部駅も利用可

特急料金は含まず

● 葛城高原割引きっぷ
近鉄電車+バス+
ロープウェイの
割引セット

乗車開始日から2日間
（4/1～6/30は不可）

近鉄電車と奈良交通バス・葛城山ロープウェイの往復乗車券を割
引セット

例）「大阪阿部野橋」発　2690
円

近鉄主要駅（特急券うりばのある駅）
特急料金は含まず

● 天の川探勝割引きっぷ
近鉄電車+バス
の往復乗車券

乗車開始日から4日間 近鉄電車と奈良交通バスの往復乗車券を割引セット
例）「大阪阿部野橋」発　3700

円
近鉄主要駅（特急券うりばのある駅）

特急料金は含まず

● ● 曽爾高原すすき散策きっぷ
往復乗車券+バ
ス往復割引乗車
券

2010.9.15～
2010.11.30

2010.10.1～
2010.12.1

乗車開始日から2日間
※三重交通バスは11.30まで
有効

発駅から名張駅までの近鉄電車往復乗車券と、
名張駅前から曽爾高原までの三重交通バス往復乗車券を
割引セット

「曽爾高原温泉 お亀の湯」の割引券や、
「曽爾高原ファームガーデン」内のレストラン
などでご利用いただけるビール・ソフトドリン
ク・アイスキャンデー引換券付

例）大阪難波駅発　2680円 近鉄主要駅(特急券うりばのある駅） 特急料金は含まず

● ●
関西空港レール＆バス片道特
割きっぷ

近鉄電車+リム
ジンバス　片道
特割きっぷ

2010.9.1～
2011.3.31

2010.9.11～
2011.4.11

ご利用期間中で乗車開始日
から2日間

近鉄電車＋リムジンバス乗車券を割引セット
「KANKUCLUBカード」お試しカード（1日限り
有効）プレゼント

例）「近鉄名古屋駅」発
2350円

近鉄主要駅（特急券うりばのある駅）およびKNTツーリスト・
近畿日本ツーリスト、JTBグループの主要支店・営業所、
関西国際空港内トラベルデスク等

特急料金は含まず

● ●
ユニバーサル・スタジオ・
ジャパン®往復きっぷ

往復近鉄特急+
スタジオパス

通年 通年

ユニバーサル・スタジオ・
ジャパン® スタジオ・パス（入
場予約券）：近鉄電車乗車
券の有効期間中で、指定当
日限りの引換え
近鉄電車・阪神電車乗車
券：乗車開始日から4日間
特急引換券：近鉄電車乗車
券の有効期間中、ご利用に
なる列車の特急券と引換。
JR乗車券：近鉄電車乗車券
の有効期間中で、乗車1回
限り。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン®スタジオパス（1日券/入場予約
券）
近鉄往復乗車券・特急券
阪神なんば線（大阪難波～西九条）往復乗車券
JRゆめ咲線（西九条～ユニバーサルシティ）往復乗車券
のセット

例）「近鉄名古屋駅」発
12980円

近鉄駅営業所（近鉄名古屋、近鉄四日市、津、宇治山田、名張）
※東海地区限定

発駅：名張・桔梗が丘・伊賀神戸と榊原温
泉口以東の各駅

● ● 京めぐり① 1日フリーきっぷ
2011.1.11～
2011.12.25

発売期間中お好きな1日

近鉄・地下鉄・市バス・京都バスの1日フリーきっぷ
※ フリー区間は下記
近鉄線： 生駒～近鉄奈良、京都～筒井
京都市交通局： 地下鉄、バス全線(定期観光路線を除く）
京都バス： 全線（比叡山線・大原鞍馬線・大原以遠・一条山以遠・
京都産業大学以遠・その他季節運行路線を除く）

京都市内観光地の優待クーポンがついたガ
イドマップ付き

1800円
生駒、東生駒、富雄、学園前、大和西大寺、新大宮、近鉄奈良、京都、近鉄丹波橋、向島、大
久保、新田辺、興戸、高の原、近鉄郡山

特急料金は含まず

● ● 京めぐり② 1日フリーきっぷ
2011.1.11～
2011.12.25

発売期間中お好きな1日

近鉄・地下鉄・市バス・京都バスの1日フリーきっぷ
※ フリー区間は下記
近鉄線： 生駒～近鉄奈良、京都～橿原神宮前、平端～天理、関屋
～三本松、二上山～壺阪山、生駒～学研奈良登美ヶ丘、生駒～王
寺、尺土～近鉄御所
京都市交通局： 地下鉄、バス全線(定期観光路線を除く）
京都バス： 全線（比叡山線・大原鞍馬線・大原以遠・一条山以遠・
京都産業大学以遠・その他季節運行路線を除く）

京都市内観光地の優待クーポンがついたガ
イドマップ付き

2100円
五位堂、大和高田、大和八木、桜井、榛原、生駒、京都、近鉄丹波橋、田原本、天理、王寺、
尺土、高田市、橿原神宮前、飛鳥、壺阪山、近鉄御所 特急料金は含まず

● ●
京めぐり②と往復割引乗車券
セット

往復乗車券+1
日フリーきっぷ

2011.1.11～
2011.12.25

発売期間中お好きな1日

近鉄・地下鉄・市バス・京都バスの1日フリーきっぷ+往復割引乗車
券割引
※ フリー区間は下記
近鉄線： 生駒～近鉄奈良、京都～橿原神宮前、平端～天理、関屋
～三本松、二上山～壺阪山、生駒～学研奈良登美ヶ丘、生駒～王
寺、尺土～近鉄御所
京都市交通局： 地下鉄、バス全線(定期観光路線を除く）
京都バス： 全線（比叡山線・大原鞍馬線・大原以遠・一条山以遠・
京都産業大学以遠・その他季節運行路線を除く）

京都市内観光地の優待クーポンがついたガ
イドマップ付き

例）「近鉄名古屋駅」発
5060円

近鉄名古屋、近鉄蟹江、桑名、近鉄富田、近鉄四日市、伊勢若松、白子、津、伊勢中川、松
阪、明星、伊勢市、宇治山田、五十鈴川、鳥羽、志摩磯部、鵜方、賢島、湯の山温泉、名張、
桔梗が丘、伊賀神戸

発駅：近鉄名古屋、近鉄蟹江、近鉄弥
富、桑名、近鉄富田、近鉄四日市、塩浜、
伊勢若松、白子、津、津新町、久居、伊勢
中川、松阪、明星、伊勢市、宇治山田、五
十鈴川、鳥羽、志摩磯部、鵜方、賢島、湯
の山温泉、名張、桔梗が丘、伊賀神戸

特急料金は含まず

● ● 生駒山上遊園地割引きっぷ

近鉄電車往復
乗車券+ケーブ
ル乗車券+施設
利用割引

乗車開始日から2日間、施設
利用券は引き換え当日限り
有効

電車往復乗車券＋生駒ケーブル線往復乗車券＋施設利用券を割
引セット

例）「大阪難波～上本町」発
駅　2360円

近鉄主要駅（特急券うりばのある駅） 特急料金は含まず

● ●
ナガシマスパーランド入園券付
割引きっぷ

近鉄電車往復
乗車券+三重交
通バス乗車券+
入園券割引

乗車開始日から4日間、入園
券は有効期間中利用1日限
り有効

近鉄電車往復乗車券＋三重交通バス往復乗車券＋ナガシマス
パーランド入園券を割引セット

例）「大阪難波～鶴橋」発
5700円

近鉄主要駅（特急券うりばのある駅） 特急料金は含まず
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【近畿日本鉄道】



自社
他社
連携

地域
連携

その
他

名称 乗車券種 発売期間 ご利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項

区分 企画乗車券
エリア
／府
県

交通
事業者

本社
所在地

主な運行エ
リア・

主な路線・
周遊エリア

● ●
鈴鹿サーキットパスポート付割
引きっぷ

近鉄電車往復
乗車券+三重交
通バス乗車券+
入園券割引

乗車開始日から4日間、入園
券は有効期間中利用1日限
り有効

近鉄電車往復乗車券＋三重交通バス往復乗車券＋鈴鹿サーキッ
トパスポートを割引セット

例）「大阪難波～鶴橋」発駅
6560円

近鉄主要駅（特急券うりばのある駅） 特急料金は含まず

●
コロプラ近鉄乗り放題きっぷ
1day関西版

1日フリーきっぷ
2010.11.18
～2011.6.30

2010.11.18
～2011.6.30

ご利用期間中乗車当日限り
有効

「日本縦断！花いっぱい位置ゲーの旅」+近鉄電車乗り放題のきっ
ぷと「コロカ」をセットにした「コロプラ☆近鉄乗り放題きっぷ」

3000円 大阪難波、大阪上本町、大和西大寺、京都、大阪阿部野橋、橿原神宮前、名張の各駅

有効区間：大阪府、京都府、奈良県内（三
本松駅以西の各駅）の近鉄全線が1日乗
り放題（ケーブルを含む、ロープウェイは
除く）
特急料金は含まず

●
コロプラ近鉄乗り放題きっぷ
1day愛知三重北部版

1日フリーきっぷ
2010.11.18
～2011.6.30

2010.11.18
～2011.6.30

ご利用期間中乗車当日限り
有効

「日本縦断！花いっぱい位置ゲーの旅」+近鉄電車乗り放題のきっ
ぷと「コロカ」をセットにした「コロプラ☆近鉄乗り放題きっぷ」

3000円 近鉄名古屋、近鉄四日市、津、宇治山田、名張の各駅

有効区間：近鉄名古屋駅～伊勢中川駅
～松阪駅、湯の山線、八王子線、内部
線、鈴鹿線
特急料金は含まず

●
コロプラ近鉄乗り放題きっぷ
2day全線版

2日フリーきっぷ
2010.11.18
～2011.6.29

2010.11.18
～2011.6.30

ご利用期間中で連続2日間
有効

「日本縦断！花いっぱい位置ゲーの旅」+近鉄電車乗り放題のきっ
ぷと「コロカ」をセットにした「コロプラ☆近鉄乗り放題きっぷ」

5000円
大阪難波、大阪上本町、大和西大寺、京都、大阪阿部野橋、橿原神宮前、名張、近鉄名古
屋、近鉄四日市、津、宇治山田の各駅

有効期間：近鉄全線（ケーブルを含む、
ロープウェイは除く）
特急料金は含まず

● 湯の山温泉ウィークデー4
往復乗車券（4
人以上でお得）

月～金出発
に限る（日祝
日およびそ
の前日は出
発不可）

乗車開始日から4日間
※月～金曜出発に限る

同一行程で旅行される4人以上のグループのお客様を対象に発売
1人あたり25％OFF

御在所ロープウェイの乗車券が割引
例）「大阪難波～鶴橋」発

3140円
（一人あたりの金額）

近鉄主要駅（特急券うりばのある駅）およびKNTツーリスト・近畿日本ツーリストの主要支店・
営業所

特急料金は含まず

●
湯の山御在所岳探勝割引きっ
ぷ

往復乗車券 乗車開始日から4日間
近鉄電車と三重交通バス・御在所ロープウェイの往復乗車券を割
引セット

例）「大阪難波」発　5510円 近鉄主要駅（特急券うりばのある駅） 特急料金は含まず

● 桑名特割きっぷ
往復割引乗車
券

乗車開始日から2日間 近鉄名古屋⇔桑名間の往復割引乗車券 740円 近鉄名古屋駅および桑名駅 特急料金は含まず

●
赤目四十八滝渓谷の自然探
勝きっぷ

往復乗車券+バ
ス往復乗車券+
入山チケット引
換券の割引セッ
ト

2011.4.1～
11.30

2011.4.1～
12.1

乗車開始日から2日間

・近鉄各駅～赤目口駅までの往復乗車券
・赤目口駅前～赤目滝までの三重交通バス往復乗車券
・赤目四十八滝入山チケット引換券

・赤目温泉「対泉閣」「山水園」での温泉入浴
割引、赤目四十八滝周辺の各店舗で使える
飲食・
お土産割引（対象商品のみ）、「忍者の森」修
行体験の代金割引のセット

例）「大阪難波」発駅　2230円 近鉄主要駅（特急券うりばのある駅）
特急料金は含まず

●
近鉄名阪まる得きっぷ
（5枚つづり・10枚つづり）

回数券タイプの
乗車券+特急券
がセット

通年 通年 発売日から3ヶ月間
大阪難波・上本町・鶴橋の各駅～近鉄名古屋駅間の乗車券+特別
急行券を割引セット
5枚つづりと10枚つづりの2種類

5枚つづり　17500円/冊
10枚つづり　32500円/冊

大阪難波・近鉄日本橋・大阪上本町・鶴橋・布施・大阪阿部野橋・河内長野・近鉄名古屋・桑
名・近鉄四日市・津の各駅・阪神三宮駅・ＫＮＴツーリスト・近畿日本ツーリスト・ＪＴＢ・日本旅
行各グループ・トップツアー・京阪交通社・南海国際旅行の大阪・名古屋地区の一部支店・営
業所・名阪近鉄旅行本社旅行センターおよび東武トラベル大阪支店

●

近鉄名阪まる得きっぷ
デラックスシート用
（DXｼｰﾄ5枚つづり・DXｼｰﾄ10
枚つづり）

回数券タイプの
乗車券+特急券
がセット

通年 通年 発売日から3ヶ月間
大阪難波・上本町・鶴橋の各駅～近鉄名古屋駅間の乗車券+特別
急行券+特別車両券（デラックスシート乗車用）を割引セット
5枚つづりと10枚つづりの2種類

5枚つづり　　19500円/冊
10枚つづり　36000円/冊

大阪難波・近鉄日本橋・大阪上本町・鶴橋・布施・大阪阿部野橋・河内長野・近鉄名古屋・桑
名・近鉄四日市・津の各駅・阪神三宮駅・ＫＮＴツーリスト・近畿日本ツーリスト・ＪＴＢグループ
の大阪、名古屋地区の一部支店・営業所および名阪近鉄旅行本社旅行センター

●
阪神甲子園球場　タイガース
応援きっぷ

阪神・近鉄往復
乗車券+入場券

2011.2.9～
2011.10.31

2011.3.9～
2011.11.1

乗車開始日から2日間

※入場券は試合開催日当日
限り有効

主に大阪府内、奈良県内の近鉄主要駅から阪神電車の甲子園駅
まで（阪神なんば線経由）の往復割引乗車券（約１０％）と、
阪神甲子園球場で開催される阪神タイガース主催試合の
入場券（割引なし）をセットにしたもの

例）近鉄奈良駅発着
+甲子園外野席

3510円

近鉄大阪上本町駅営業所、大和西大寺駅営業所

甲子園球場入場券が売り切れ次第、
当該日のきっぷの発売は終了

特急料金は含まず

● ●
大台ケ原　自然の森
体感きっぷ

乗車券+バスの
セット

2011.4.23～
2011.11.23

2011.4.23～
2011.11.24

※奈良交通
バスの利用
は11.23まで

利用期間中で乗車開始日か
ら2日間

大台ヶ原への近鉄電車と奈良交通バスをセットしたお得なきっぷ
大台ヶ原物産店でのポストカード引換券や
「杉の湯」温泉入浴・道の駅の土産等の割引
券もあり

例）大阪難波発　4300円 近鉄主要駅（特急券うりばのある駅） 特急料金は含まず

●
せんとくん平城京1日電車+
バス乗車券

往復乗車券+フ
リー区間電車・
バス乗り放題

2011.4.29～
2011.11.30

2011.4.29～
2011.11.30

発売期間中のお好きな1日
発駅～近鉄フリー区間までの往復乗車券+フリー区間＆
奈良交通バス（奈良市内均一区間が乗り降り自由

大和西大寺駅、近鉄奈良駅構内・周辺の
約20店舗での優待特典つき

例）大阪難波～布施駅から

1200円

[大阪難波～布施から]大阪難波、近鉄日本橋、大阪上本町、鶴橋、布施、大阪阿部野橋
[京都～向島から]京都、近鉄丹波橋、向島
[桑名～楠、近鉄四日市～湯の山温泉、近鉄四日市～内部・西日野から、池の浦～賢島から]
桑名、近鉄冨田、近鉄四日市、湯の山温泉、鳥羽、志摩磯部、鵜方、賢島
[長太ノ浦～白塚、伊勢若松～平田町から、櫛田～朝熊から]
伊勢若松、白子、明星、伊勢市、宇治山田、五十鈴川
[高田本山～伊勢中川～東松阪、赤目口～伊勢中川から]
津、伊勢中川、松阪、名張、桔梗が丘、伊賀神戸

特急料金は含まず

● ● ＯＳＡＫＡ海遊きっぷ（近鉄版）
1日フリーきっぷ
+海遊館入館券

2011.2.18～
2012.2.14

2011.2.18～
2012.2.14

発売期間中のお好きな1日

近鉄線乗り放題+
阪神 大阪難波～九条間乗り放題+
大阪市交通局（地下鉄・ニュートラム・バス）乗り放題+
海遊館入館券

近鉄線有効区間
【近鉄版①】
石切～大阪難波、堅下～布施、信貴山口～河内山本、新石切～
長田、道明寺～大阪阿部野橋
【近鉄版②】
スルッとKANSAIエリア

観光施設約30箇所での割引特典あり
近鉄版①　3000円
近鉄版②　3300円

【近鉄版①】
大阪難波、近鉄日本橋、大阪上本町、鶴橋、布施、長瀬、近鉄八尾、河内山本、河内小阪、
八戸ノ里、河内花園、瓢箪山、荒本、吉田、新石切、大阪阿部野橋、矢田、河内天美、河内松
原、藤井寺、道明寺の各駅

【近鉄版②】
大阪難波、大阪上本町、河内国分、五位堂、大和高田、大和八木、桜井、榛原、名張、桔梗
が丘、伊賀神戸、生駒、東生駒、富雄、学園前、大和西大寺、新大宮、近鉄奈良、京都、近鉄
丹波橋、向島、大久保、新田辺、興戸、高の原、近鉄郡山、天理、王寺、学研奈良登美ヶ丘、
大阪阿部野橋、古市、尺土、高田市、橿原神宮前、飛鳥、壺阪山、喜志、富田林、河内長野、
近鉄御所の各駅

特急料金は含まず
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自社
他社
連携

地域
連携

その
他

名称 乗車券種 発売期間 ご利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項

区分 企画乗車券
エリア
／府
県

交通
事業者

本社
所在地

主な運行エ
リア・

主な路線・
周遊エリア

● ●
スルッとＫＡＮＳＡＩ
大阪周遊パス
（近鉄拡大版）

1日フリーきっぷ
+
施設入場

春夏
2011.4.1～
2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

春夏
2011.4.1～
2011.10.31
秋冬
2011.10.1～
2012.4.30

ご利用期間中のお好きな1
日

近鉄線 大阪府・奈良県内の主要路線 1日乗り放題+
大阪市内の電車バス1日乗り放題+
観光スポット最大27箇所入場可能

ガイドブックに添付のクーポンで14施設、約
40店舗で割引が受けられる

2500円

大阪難波、近鉄日本橋、大阪上本町、鶴橋、布施、長瀬、近鉄八尾、河内山本、河内国分、
五位堂、大和高田、大和八木、桜井、榛原、河内小阪、八戸ノ里、河内花園、瓢箪山、生駒、
東生駒、富雄、学園前、大和西大寺、近鉄奈良、高の原、近鉄郡山、天理、王寺、大阪阿部
野橋、河内天美、河内松原、藤井寺、古市、尺土、高田市、橿原神宮前、飛鳥、壺阪山、喜
志、富田林、河内長野、近鉄御所の各駅

特急料金は含まず

※大阪エリア版は「共同企画」を参照

● ●
スルッとＫＡＮＳＡＩ
神戸街めぐり１ｄａｙクーポン
（近鉄拡大版①＆②）

1日フリーきっぷ
+
神戸街遊券

春夏
2011.4.1～
2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

春夏
2011.4.1～
2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

発売期間中のお好きな1日

・近鉄線+阪神全線+神戸エリアの路線
・神戸街遊券650円分
・シティーループバス1日乗車券の割引券

近鉄線有効区間
【近鉄版①】大阪府内の路線（道明寺線・けいはんな線の長田～新
石切間・ケーブルを除く）
【近鉄版②】近鉄線大阪府内・奈良県内の路線（道明寺線・けいは
んな線の長田～新石切間・田原本線・吉野線の市尾以南・ケーブ
ル・ロープウェイを除く）

近鉄拡大版①　1900円
近鉄拡大版②　2200円

[近鉄版①]
大阪難波、近鉄日本橋、大阪上本町、鶴橋、布施、長瀬、近鉄八尾、河内国分、八戸ノ里、河
内花園、瓢箪山、大阪阿部野橋、矢田、河内天美、河内松原、藤井寺、古市、喜志、富田林、
河内長野の各駅

[近鉄版②]
大阪難波、大阪上本町、大阪阿部野橋、五位堂、大和高田、大和八木、桜井、榛原、生駒、
東生駒、学園前、大和西大寺、近鉄奈良、高の原、近鉄郡山、天理、王寺、尺土、高田市、橿
原神宮前、飛鳥、壺阪山、近鉄御所の各駅

特急料金は含まず

※神戸リア版（基本）は「共同企画」を参
照

● ●
スルッとＫＡＮＳＡＩ
神戸街めぐり１ｄａｙクーポンと
往復割引乗車券セット

往復乗車券+1
日フリーきっぷ+
神戸街遊券

春夏
2011.4.1～
2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

春夏
2011.4.1～
2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

発売期間中のお好きな1日

・往復割引乗車券+近鉄線+阪神全線+神戸エリアの路線
・神戸街遊券650円分
・シティーループバス1日乗車券の割引券

近鉄線有効区間
【近鉄版②】近鉄線大阪府内・奈良県内の路線（道明寺線・けいは
んな線の長田～新石切間・田原本線・吉野線の市尾以南・ケーブ
ル・ロープウェイを除く）

例）「近鉄名古屋駅」発
5160円

近鉄名古屋、近鉄蟹江、桑名、近鉄富田、近鉄四日市、伊勢若松、白子、津、伊勢中川、松
阪、明星、伊勢市、宇治山田、五十鈴川、鳥羽、志摩磯部、鵜方、賢島、湯の山温泉、名張、
桔梗が丘、伊賀神戸

発駅：近鉄名古屋、近鉄蟹江、近鉄弥
富、桑名、近鉄富田、近鉄四日市、塩浜、
伊勢若松、白子、津、津新町、久居、伊勢
中川、松阪、明星、伊勢市、宇治山田、五
十鈴川、鳥羽、志摩磯部、鵜方、賢島、湯
の山温泉、名張、桔梗が丘、伊賀神戸

特急料金は含まず

● ●
有馬温泉太閤の湯クーポン
（近鉄版）

乗車券+太閤の
湯入館券

2011.4.1～
2012.3.31

2011.4.1～
2012.3.31

発売期間中のお好きな1日

「有馬温泉 太閤の湯」の入館券がセットになった１日フリー乗車券

【近鉄版①】
近鉄線大阪府内の路線（道明寺線・けいはんな線の長田～新石切
間・ケーブルを除く）～阪神全線～神戸市交・北神急行経由～有馬
温泉駅
【近鉄版②】
近鉄線大阪府内・奈良県内の路線（道明寺線・けいはんな線の長
田～新石切間・田原本線・吉野線の市尾以南・ケーブル・ロープ
ウェイを除く）～阪神全線～神戸市交・北神急行経由～有馬温泉
駅

沿線施設割引券あり
近鉄版①　3200円
近鉄版②　3500円

[近鉄版①]
大阪難波、近鉄日本橋、大阪上本町、鶴橋、布施、長瀬、近鉄八尾、河内国分、八戸ノ里、河
内花園、瓢箪山、大阪阿部野橋、矢田、河内天美、河内松原、藤井寺、古市、喜志、富田林、
河内長野の各駅

[近鉄版②]
大阪難波、大阪上本町、大阪阿部野橋、五位堂、大和高田、大和八木、桜井、榛原、生駒、
東生駒、学園前、大和西大寺、近鉄奈良、高の原、近鉄郡山、天理、王寺、尺土、高田市、橿
原神宮前、飛鳥、壺阪山、近鉄御所の各駅

「太閤の湯」入館券は、日曜・祝日と
休館日（4/20,6/1・2、9/7,1/12）・ＧＷ
（5/3～5）・お盆（8/13～15）・お正月（1/1
～3）は利用不可

特急料金は含まず

[阪急版]梅田、十三、塚口、西宮北口、夙川、三宮、豊中、石橋、川西能勢口、宝塚、淡路、
茨木市、高槻市、桂、河原町、北千里の各ご案内カウンター
[阪神版]阪神電車各駅（大阪難波駅および係員不在時を除く）
[京阪版]中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市、寝屋川市、香里園、枚方市、樟葉、中書
島、丹波橋、祇園四条、三条、出町柳の各駅
[近鉄版]大阪難波、近鉄日本橋、大阪上本町、鶴橋、布施、長瀬、近鉄八尾、河内山本、河
内国分、五位堂、大和高田、大和八木、桜井、榛原、河内小阪、八戸ノ里、河内花園、瓢箪
山、生駒、東生駒、富雄、学園前、大和西大寺、近鉄奈良、高の原、近鉄郡山、天理、王寺、
大阪阿部野橋、矢田、河内天美、河内松原、藤井寺、古市、尺土、高田市、橿原神宮前、飛
鳥、壺阪山、喜志、富田林、河内長野、近鉄御所の各駅
[大阪市交通局版]地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六丁目を除く）、市営交通案内コー
ナー（新大阪・梅田・天王寺）、市営交通アクセスガイド（なんば）、グッズセンターなんば
[能勢版]川西能勢口ごあんないカウンター・平野駅・山下駅・平野駅コンビニ「リズミン」
[山陽①]西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、板宿・垂水・明石の各定期券発売所、
ご案内センター（明石）
[山陽②]明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、明石・東二見・高砂・飾磨・姫路
の各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[北大阪急行版]千里中央・桃山台・緑地公園の各駅
[大阪モノレール版]大阪モノレール各駅
[神戸高速版]高速神戸・新開地・高速長田の各駅

近鉄版：近鉄線大阪府内の路線（道明寺
線・けいはんな線の長田～新石切間・
ケーブルを除く）1日乗り放題

特急料金は含まず

発売期間中のお好きな1日

各沿線から高野山までの1日乗り放題
南海りんかいバス　高野山内1日乗り放題

※阪急版・阪神版・京阪版・近鉄版・大阪市交通局版・能勢版・山
陽版・北大阪急行版・大阪モノレール版・神戸高速版

高野山内の施設拝観2割引、お土産食事1割
引

阪急版　3000円
阪神版　2900円
京阪版　3000円
近鉄版　2980円

大阪市交通局版　2850円
能勢版　3300円

山陽①（明石より以東版）
3300円

山陽②（全線版）　3600円
北大阪急行版　2900円

大阪モノレール版　3150円
神戸高速版　3000円

● ● 高野山1dayチケット 1日フリーパス

春期：
2011.4.1～
6.30

秋期：
2011.10.1～
11.30
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【近畿日本鉄道】



自社
他社
連携

地域
連携

その
他

名称 乗車券種 発売期間 ご利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項

区分 企画乗車券
エリア
／府
県

交通
事業者

本社
所在地

主な運行エ
リア・

主な路線・
周遊エリア

● ●
鞍馬・祇園１ｄａｙチケット
（近鉄版）

往復乗車券+
京阪電車（一部
フリー）・叡山電
車（全線フリー）
乗車券

2011.4.29～
2012.3.31

2011.4.29～
2012.3.31

乗車当日限り有効

近鉄丹波橋駅までの往復乗車券+
京阪電車　丹波橋～出町柳間（祇園四条～出町柳間は乗降自由）
の乗車券+
叡山電車の乗車券（全線乗降自由）

叡山電車沿線約４０箇所で割引等の特典あ
り

京都府内から1500円
奈良市内・大和郡山市内から

1800円
など

五位堂、大和高田、大和八木、桜井、榛原、名張、桔梗が丘、伊賀神戸、生駒、東生駒、
学園前、大和西大寺、近鉄奈良、京都、近鉄丹波橋、向島、大久保、新田辺、興戸、高の原、
近鉄郡山、天理、王寺、尺土、高田市、橿原神宮前、飛鳥、壺阪山、福神、下市口、六田、
大和上市、吉野神宮、吉野、近鉄御所、近鉄名古屋、近鉄蟹江、桑名、近鉄富田、近鉄四日
市、伊勢若松、白子、津、伊勢中川、松阪、明星、伊勢市、宇治山田、五十鈴川、鳥羽、志摩
磯部、鵜方、賢島、湯の山温泉の各駅

京阪丹波橋駅で京阪・叡電に乗車できる
カード型乗車券に引換える

特急料金は含まず

● ● ● 古代ロマン飛鳥 日帰りきっぷ

1日乗車券+
チケット（バス乗
車券orレンタサ
イクル割引券or
施設・店舗割引
券）

2011.5.9～
2012.4.27

2011.5.9～
2012.4.27

ご利用期間中のお好きな1
日

各社局線の指定発駅区間1日乗り放題+
近鉄電車の指定区間1日乗り放題+
チケット2枚（バス乗車券orレンタサイクル割引券or施設・店舗割引
券として使用可）

近鉄版（大阪発）　1500円
近鉄版（京都発）　1900円

阪神版　1900円
山陽版①　2500円
山陽版②　2800円

阪急版　2200円
北急版　1900円
南海版　2000円
京阪版　2000円

[近鉄]（大阪発）大阪難波、近鉄日本橋、大阪上本町、鶴橋、大阪阿部野橋の各駅
　　　　（京都発）京都、近鉄丹波橋、向島の各駅
[阪急電鉄]梅田、十三、塚口、西宮北口、夙川、三宮、豊中、石橋、川西能勢口、宝塚、淡
路、茨木市、高槻市、桂、河原町、北千里の各ごあんないカウンター
[阪神電車]阪神電車各駅（係員不在時を除く）
[南海電鉄]南海電鉄各駅（関西空港駅、高野山駅など一部の駅を除く）
[京阪電車]中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市、寝屋川市、香里園、枚方市、樟葉、中書
島、丹波橋、祇園四条、三条、出町柳の各駅
[北大阪急行電鉄]千里中央、桃山台、緑地公園の各駅
[山陽電車（明石以東）]西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、板宿・垂水・明石の各
定期券発売所、ご案内センター（明石）
[山陽電車（全線）]明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、明石・東二見・高砂・
飾磨・姫路の各定期券発売所、ご案内センター（明石）

特急料金は含まず

● ● ●
約170施設のお得な優待付、京都観光マップ
付

2000円京都フリーパス １日乗車券
2010.12.11
～2011.3.23

発売期間中のお好きな1日

京都市内の主な電車・バスが1日乗り降り自由
（JR西日本線は除く）

※2日フリー版は、ＪＲ西日本の企画乗車券である「京都観光フリー
きっぷ」又は「のぞみ＆京都観光フリーきっぷ」としてＪＲで発売

［京阪電車］ 三条駅インフォステーション
 
［その他］ 京都市交通局案内所［京都駅前、京都駅地下街、北大路、烏丸御池駅、
交通局（太秦天神川）］
阪急電鉄河原町駅・桂駅サービスセンター
西日本JRバス京都バスチケットセンター

有効区間
[鉄　　道］
京阪電車： 出町柳駅～中書島駅
京都市営地下鉄： 全線
叡山電車： 全線
近鉄電車： 京都駅～向島駅
嵐電(京福電車)： 全線　※叡山ケーブル・
ロープウェイを除く
阪急電鉄： 河原町駅～洛西口駅、桂駅
～嵐山駅
［バ　　ス］
京都市バス： 全線※定期観光バスを除く
京都バス： 京都市内均一区間、岩倉・大
原・嵐山地区、鞍馬温泉以南
※比叡山線・季節運行路線(嵐山高尾線)
を除く
京阪京都交通： 京都市内～沓掛西口 ※
原・神吉線を除く
京阪シティバス： 中書島・淀地域
京阪バス：山科・醍醐・中書島地域全線
※京都比叡山線・京都比叡平線・ダイレ
クトエキスプレス直Ｑ京都・定期観光バス
を除く
西日本ＪＲバス：京都駅～栂ノ尾間
阪急バス：向日営業所全線
ヤサカバス：全線　※醍醐コミュニティバ
スを除く
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観光来訪者に向けた企画乗車券の商品造成・広報のあり方に関する調査　基礎資料　①鉄道 広域

自社
他社
連携

地域
連携

その
他

名称 乗車券種 発売期間 ご利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項

● 阪急阪神1dayパス 1日フリーきっぷ
2011.4.1～
2012.3.31

発売期間に
同じ

発売期間中のお好きな1日
阪神電車全線・阪急電車全線・神戸高速全線（西代、湊川
を含む）が乗り降り自由

1200円

〔阪神電車〕梅田・尼崎・甲子園・御影・三宮の各駅長室と各駅（大阪難波駅、および係員
不在時を除く）
〔阪急電鉄〕阪急電鉄各駅（天神橋筋六丁目を除く）、阪急電鉄ごあんないカウンター
〔神戸高速〕神戸高速各駅（西代、湊川を除く）

● 京都フリーパス 1日フリーきっぷ
2010.12.11～
2011.3.23

2010.1211～
2011.3.23

有効期間中のお好きな1日 京都市内の主な電車・バスが乗り降り自由 2000円
阪急電鉄河原町駅・桂駅の各サービスセンター
京阪電鉄三条駅
京都市交通局京都駅前バス案内所ほか

● 六甲山スキークーポン
乗車券+六甲山
上までのケーブ
ル往復

2010.12.11～
2011.3.23

2010.12.11～
2011.3.21

交通機関：有効期間中のお好
きな連続2日間有効

阪急電鉄各駅（神戸高速線を除く）～六甲駅間の往復
神戸市バス16系統　阪急六甲～六甲ケーブル下間の往復
六甲ケーブル・六甲ケーブル下～六甲山上間の往復
六甲山上バス・六甲ケーブル山上～人工スキー場間乗り降
り自由

六甲山人工スキー場の入場券がセッ
ト.
リフト料金、各種レンタル料金、各種施
設内料金は、別途必要

2900円 阪急電鉄 各サービスセンター、梅田駅インフォメーションギャラリー

● 光明寺周遊パス
期間限定乗降フ
リーパス

2009.11.6～
12.20

利用日1日
阪急電車全線＋長岡天神駅～光明寺間の阪急バス光明寺
路線が1 日乗降フリー

1100円 阪急電鉄駅サービスセンター、梅田駅インフォメーションギャラリー

● 阪急嵐電1日周遊パス 1日フリーきっぷ

春期
2011.3.12～
2011.6. 5
秋期
2011.10. 1～
2011.12.25

発売期間中のお好きな1日

【阪急版】
阪急電鉄全線（神戸高速線を除く）、嵐電（京福電鉄）嵐山
本線・北野線が乗り降り自由
【能勢版】
阪急版＋能勢電鉄全線（ケーブル・リフトを除く）が乗り降り
自由

阪急版　1300円

能勢版　1600円

[阪急版]阪急電鉄各駅(天神橋筋六丁目、神戸高速線を除く)
嵐電（京福電鉄）主要駅（四条大宮・帷子ノ辻・嵐山・北野白梅町の4駅）

[能勢版]能勢電鉄平野・山下の各駅、川西能勢口ごあんないカウンター

● いい古都チケット 1日フリーきっぷ

春期
2011.3.12～
2011.6. 5
秋期
2011.10. 1～
2011.12.25

発売期間中のお好きな1日

各沿線から京都までと京都市バス（定期観光バス除く）・地
下鉄・京都バス(一部路線を除く）が
1日乗り放題

※阪急阪神版・神戸高速版・能勢版・大阪市交通局版・神
戸市営地下鉄版・神戸電鉄版・山陽電鉄版（1・2）あり

京都市内主要観光地の優待特典クー
ポンが付いたガイドマップ付

阪急阪神版　1600円
神戸高速版　1800円

能勢版　1900円
大阪市交通局版　2000円

神戸市営地下鉄版　2200円
神戸電鉄版　2500円

山陽明石以東版　2300円
山陽全線版　2800円

[阪急阪神版]阪急電鉄各駅（天神橋筋六丁目、神戸高速線を除く）、
梅田・尼崎・甲子園・御影・三宮の各駅長室と各駅（大阪難波、係員不在時を除く）
[神戸高速版]新開地、神戸高速、高速長田の各駅
[能勢版]能勢電鉄の平野・山下の各駅、川西能勢口ごあんないカウンター
[大阪市営地下鉄版]大阪市営地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六町目駅を除く）、
市営交通案内コーナー（新大阪・梅田・天王寺）、市営交通アクセスガイド（なんば）、グッズ
センターなんば
[神戸市営地下鉄版]神戸市営地下鉄の各駅、駅売店ほか
[神戸電鉄版]神戸電鉄主要駅及び駅売店、神鉄グループ総合案内所ほか
[山陽電鉄版（明石以東）]西代、板宿、東須磨、須磨、垂水、明石の各駅・
板宿、垂水、明石の各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[山陽電鉄版（全線）]明石、東二見、高砂、大塩、飾磨、姫路、網干の各駅
明石、東二見、高砂、飾磨、姫路の各定期券発売所、ご案内センター（明石）

● 六甲・まやエンジョイパス 1日フリーきっぷ
2011.3.20～
2011.11.30

発売期間中のお好きな1日

【阪急版】
阪急電鉄　全線（神戸高速線を除く）
神戸市営バス16系統 阪神御影～阪急六甲～六甲ケーブル
下
18系統JR六甲道～阪急六甲～摩耶ケーブル下～三宮駅
ターミナル前
六甲摩耶スカイシャトルバス　六甲ケーブル山上駅～摩耶
ロープウェー山上駅
六甲ケーブル、六甲山上バス、まやビューライン（摩耶ケー
ブル・ロープウェー）が乗り降り自由
【能勢版】
阪急版＋能勢電鉄全線（ケーブル・リフトを除く）が乗り降り
自由

六甲・摩耶山上施設の優待券付
阪急版　1900円

能勢版　2200円

[阪急版]阪急電鉄ごあんないカウンター、阪急六甲駅
[能勢版]能勢電鉄の平野・山下の各駅、川西能勢口ごあんないカウンター

※ほかに阪神版・山陽明石以東版・山
陽全線版あり

●
有馬・六甲周遊
1dayパス

1日フリーパス
2011.3.19～
2011.12.25

2011.3.19～
2011.12.25

利用期間中乗車当日1日限り

各沿線から有馬温泉までの乗車券＋六甲山で使える乗車
券＋
有馬温泉入浴券（金の湯or銀の湯）セット

※基本フリー版、阪急版、阪神版、神鉄版、山陽明石以東
版、
山陽全線版あり

有馬六甲山エリア施設の割引

阪急版　2500円

能勢版　2800円

[基本フリー版]神戸市営地下鉄：三宮駅売店、新神戸駅売店、
市バス・地下鉄お客様サービスコーナー(三宮)
神戸電鉄：有馬温泉駅、北神急行電鉄：谷上駅、阪急電鉄：三宮駅、六甲駅
[阪急版]阪急電鉄ごあんないカウンター
[能勢版]能勢電鉄平野・山下の各駅、川西能勢口ごあんないカウンター

●
有馬・六甲周遊
2ｄａｙパス

2日フリーパス
2011.3.19～
2011.12.24

2011.3.19～
2011.12.25

利用期間中連続する2日間
各沿線から有馬温泉までの乗車券＋六甲山で使える乗車
券＋
有馬温泉入浴券（金の湯or銀の湯）セット

有馬六甲山エリア施設の割引

指定ホテル・旅館にて宿泊者様特別
ご利用券1000円分利用可

阪急版　3100円

能勢版　3400円

[阪急版]阪急電鉄ごあんないカウンター
[能勢版]能勢電鉄平野・山下の各駅、川西能勢口ごあんないカウンター

● 能勢・妙見・里山ぐるっとパス 1日フリーきっぷ
2011.3.19～
12.4

発売期間中のお好きな1日

【阪急版】
阪急電鉄全線（神戸高速線を除く）
能勢電鉄全線（ケーブル・リフト含む）
阪急バス　日生中央～銀山口・川床口、山下駅前～汐の湯
温泉前、妙見口駅～倉垣間の全停留所ならびに歌垣局前、
歌垣山登山口の各停留所、黒川ダリヤ園開園期間中の妙
見口駅～黒川ダリヤ園が乗り降り自由

※大阪モノレール版あり

1500円

[阪急電鉄]梅田・十三・塚口・西宮北口・夙川・三宮・豊中・石橋・川西能勢口・宝塚・淡路・
茨木市・高槻市・桂・河原町・北千里の各主要駅

[能勢電鉄]平野・山下の各駅、平野駅コンビニ「リズミン」

[阪急バス]千里中央・桃山台・日生中央の各案内所、向日出張所

●
有馬太閤の湯クーポン
（阪急版）

乗車券+太閤の
湯入館券

2011.4.1～
2012.3.31

2011.4.1～
2012.3.31

発売期間中のお好きな1日

「有馬温泉 太閤の湯」の入館券がセットになった１日フリー
乗車券
【阪急版】
阪急電鉄　全線
神戸高速　阪急三宮駅～湊川駅間
神戸電鉄　湊川駅～有馬温泉駅間　　　が乗り降り自由

沿線施設割引券あり 阪急版　2700円 [阪急版]阪急電鉄サービスセンター（三宮駅を除く）、梅田駅インフォメーションギャラリー

※「太閤の湯」入館券は、日曜・祝日と
休館日（4/20,6/1・2、9/7,1/12）・ＧＷ
（5/3～5）・お盆（8/13～15）・お正月
（1/1～3）は利用不可
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【阪急電鉄】



自社
他社
連携

地域
連携

その
他

名称 乗車券種 発売期間 ご利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項

企画乗車券
エリア
／府県

交通
事業者

本社
所在地

主な運行エ
リア・

主な路線・
周遊エリア

区分

● ｅｃｏ楽パス 1日フリーきっぷ
2010.6.1～
2010.7.16

発売期間中のお好きな1日 阪急電鉄全線（神戸高速は除く）が1日フリー 1000円
売上げの一部を国土緑化推進機構
（緑の募金）に寄付

● 夏休みスタンプラリーパス 1日フリーパス
2010.7.17～
2010.8.31

発売期間中のお好きな1日

｢劇場版　仮面ライダーＷ　FOREVER　ＡｔｏＺ/運命のガイア
メモリ」
「映画ハートキャッチプリキュア！花の都でファッション
ショー・・・ですか？」のスタンプラリーに便利な1日フリーきっ
ぷ

有効区間
【阪急電鉄】全線（神戸高速を除く）
【阪神電車】全線（神戸高速を除く）
【能勢電鉄】全線（ケーブル・リフトを除く）

1300円
阪急電鉄サービスセンター、梅田駅インフォメーションギャラリー
阪神電車各駅長室、能勢電鉄平野駅・山下駅

● 有馬ジョイフルチケット 往復乗車券
2010.10.30～
2010.11.30

発売期間中の乗車当日限り

各沿線乗車駅～神鉄有馬温泉駅までの往復乗車券

【阪急版①】神戸線全線各駅、宝塚線十三～三国間・池田
～宝塚間の各駅および京都線南方駅～（新開地経由）～神
鉄有馬温泉駅の往復
【阪急版②】阪急全線各駅～（新開地経由）～神鉄有馬温
泉駅の往復

※ほか、神戸電鉄版・山陽明石以東版・山陽全線版・能勢
版あり

「有馬温泉　太閤の湯」入場割引
有馬温泉街各旅館の入浴ならびに食
事の割引券
有馬温泉街の飲食店・土産店および
観光施設の割引券
「金の湯」「銀の湯」入浴割引券
六甲有馬ロープウェイ・六甲ケーブル
割引券
「有馬ます池」入園券(券袋提示にて）

阪急版①　1400円
阪急版②　1700円

[阪急版①②ともに]
阪急電車サービスセンタ、梅田インフォメーションギャラリー

●
阪急電車開業100周年記念
1日乗車券

1日フリーきっぷ
2010.3.10～
2010.5.5

発売期間に
同じ

発売期間中のお好きな1日
開業100周年を記念し阪急電車全線（神戸高速線を除く）1
日
乗り放題のきっぷ

1000円
阪急電車各駅サービスセンター、梅田駅インフォメーションギャラリー

● ● 阪急阪神ニューイヤーチケット 1日フリーきっぷ
2010.12.20～
2011.1.1

2011.1.1～
2011.1.11
※1.1利用分
は12.31（18
時より）利用
可能

ご利用期間中のお好きな1日

有効区間内が1日乗り放題

【基本版】
阪急電車・阪神電車・神戸高速全線（西代・湊川での乗降
可）
【能勢版】
上記基本版+能勢電鉄全線（ケーブル線を除く）

付属の授与券記載の社寺や店舗に
て、祈念品の進呈や割引特典などあ
り

基本版　1000円

能勢版　1300円

[基本版]
阪急阪神版・・・・阪急各駅（天神橋筋六丁目を除く）、阪急電鉄サービスセンター、
梅田駅インフォメーションギャラリー
阪神各駅（大阪難波　東鳴尾　洲先　武庫川団地前を除く）および駅長室
神戸高速線の高速神戸・新開地・高速長田の各駅で販売
 
[能勢版]川西能勢口駅サービスセンター、能勢電鉄の平野駅、山下駅で販売

● ぐるっと初詣パス 1日フリーきっぷ
2010.12.20～
2011.1.7

～2011.1.7 ご利用期間中のお好きな1日

十三～宝塚～西宮北口～十三を結ぶ阪急環状線および箕
面線、
伊丹線、梅田～十三間、十三～淡路間、西宮北口～夙川
間、西宮北口～今津間が1日乗り降り自由

500円
有効区間内の阪急電鉄各駅、阪急電鉄サービスセンター、梅田駅インフォメーションギャラ
リー

● 神戸再発見！きっぷ 1日フリーきっぷ
2010.10.1～
2010.12.26

2010.10.～
2010.12.26

ご利用期間中のお好きな1日

有効区間内1日乗り放題

【阪急・阪神梅田版】阪急電鉄：神戸本線
阪神電車：本線、阪神なんば線（尼崎～西九条）、武庫川線
神戸高速：全線
【阪急全線版】阪急電鉄・神戸高速全線

※ほか、阪神版・垂水・舞子版あり

阪急・阪神梅田版　700円
阪急全線版　1100円

[阪急・阪神梅田版]阪急電鉄：梅田・十三・塚口・西宮北口・夙川・三宮、
阪神電車：梅田・尼崎・甲子園・御影・三宮、　山陽電車：西代、　神戸電鉄：湊川、
神戸高速：高速神戸・新開地・高速長田

[阪急全線版]阪急電鉄：主要駅サービスセンター、　山陽電車：西代、　神戸電鉄：湊川、
神戸高速：高速神戸・新開地・高速長田

●
神戸再発見！きっぷ
（芦屋川・芦屋5ｄａｙ）

5日フリーきっぷ
2010.10.1～
2010.12.22

2010.10.1～
2010.12.26

ご利用期間中の任意の5日

有効区間中の任意の5日、有効区間内乗り放題

阪急電車：芦屋川～三宮
阪神電車：芦屋～元町
神戸高速：全線

1900円

[阪急電鉄]芦屋川～三宮の各駅
[阪神電車]芦屋～元町の各駅
[山陽電車]西代　[神戸電鉄]湊川
[神戸高速]高速神戸・新開地・高速長田

●
北急・モノレール京都おでかけ
きっぷ

1日フリーパス
2010.4.29～
12.26

発売期間中のお好きな1日
北急・大阪モノレール全線と阪急宝塚線・京都線（箕面、千
里、嵐山の各支線を含む）が一日乗り放題のきっぷ

京都嵐山や千里中央での施設優待券 1100円

[阪急電鉄]梅田・十三・豊中・石橋・川西能勢口・宝塚・淡路・北千里・茨木市・高槻市・桂・
河原町の各サービスセンター、梅田駅インフォメーションギャラリー
[北大阪急行]各駅
[大阪モノレール]各駅

●
映画「阪急電車」
公開記念1日乗車券

1日フリー
2011.4.23～
2011.5.31

発売期間に
同じ

発売期間中のお好きな1日 有効区間内が1日乗り放題 1100円 阪急電鉄ご案内カウンター

●
ＯＳＡＫＡ海遊きっぷ
（阪急版）

海遊館入館+1日
乗車券

2011.2.18～
2012.2.14

発売期間中お好きな1日
海遊館の入館券がセットになった1日フリー乗車券
阪急電鉄全線（神戸高速線を除く）、大阪市営地下鉄・
ニュートラム・バス全線

きっぷを提示するだけで、観光施設
（約30施設）の料金が割引

阪急版　2800円
[阪急版]梅田、十三、塚口、西宮北口、夙川、三宮、豊中、石橋、川西能勢口、宝塚、淡
路、茨城市、高槻市、桂、河原町、北千里の各サービスセンター、梅田駅インフォメーショ
ンギャラリー

特急料金は含まず
海遊館休館日：2011/6/22・23、
2012/1/17～19,2/15・16
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【阪急電鉄】



自社
他社
連携

地域
連携

その
他

名称 乗車券種 発売期間 ご利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項

企画乗車券
エリア
／府県

交通
事業者

本社
所在地

主な運行エ
リア・

主な路線・
周遊エリア

区分

● 六甲・まやエンジョイパス 1日フリーきっぷ
2011.3.20～
2011.11.30

発売期間中のお好きな1日

瀬戸内海国立公園六甲・摩耶地区へのお出かけに
たいへん便利な1日フリー乗車券

※阪神版・能勢版・山陽明石以東版・山陽全線版あり

六甲・摩耶山上施設の優待券付 1900円
阪急電鉄ごあんないカウンター、阪急六甲駅

阪神電車：全線（神戸高速線を除く）
神戸市交通局：市バス16系統(阪神御
影～阪急六甲経由～六甲ケーブル
下)、18系統(阪急六甲～摩耶ケーブル
下経由～三宮駅ターミナル前)
六甲摩耶鉄道：六甲ケーブル(六甲
ケーブル下駅～六甲山上駅)
六甲摩耶鉄道：六甲山上バス(乗り降り
自由)
六甲摩耶鉄道・阪急バス：六甲摩耶ス
カイシャトルバス(乗り降り自由)※阪急
バスは六甲ケーブル山上駅～摩耶
ロープウェー山上駅間に限る)
神戸市都市整備公社：まやビューライ
ン(まやケーブル・まやロープウェー)

● ● 古代ロマン飛鳥 日帰りきっぷ

1日乗車券+
チケット（バス乗
車券orレンタサイ
クル割引券or施
設・店舗割引券）

2011.5.9～
2012.4.27

2011.5.9～
2012.4.27

ご利用期間中のお好きな1日

各社局線の指定発駅区間1日乗り放題+
近鉄電車の指定区間1日乗り放題+
チケット2枚（バス乗車券orレンタサイクル割引券or施設・店
舗割引券として使用可）

近鉄版（大阪発）　1500円
近鉄版（京都発）　1900円

阪神版　1900円
山陽版①　2500円
山陽版②　2800円

阪急版　2200円
北急版　1900円
南海版　2000円
京阪版　2000円

[近鉄]（大阪発）大阪難波、近鉄日本橋、大阪上本町、鶴橋、大阪阿部野橋の各駅
　　　　（京都発）京都、近鉄丹波橋、向島の各駅
[阪急電鉄]梅田、十三、塚口、西宮北口、夙川、三宮、豊中、石橋、川西能勢口、宝塚、淡
路、茨木市、高槻市、桂、河原町、北千里の各ごあんないカウンター
[阪神電車]阪神電車各駅（係員不在時を除く）
[南海電鉄]南海電鉄各駅（関西空港駅、高野山駅など一部の駅を除く）
[京阪電車]中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市、寝屋川市、香里園、枚方市、樟葉、
中書島、丹波橋、祇園四条、三条、出町柳の各駅
[北大阪急行電鉄]千里中央、桃山台、緑地公園の各駅
[山陽電車（明石以東）]西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、板宿・垂水・明石の
各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[山陽電車（全線）]明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、明石・東二見・高
砂・飾磨・姫路の各定期券発売所、ご案内センター（明石）

特急料金は含まず

● ●
スルッとＫＡＮＳＡＩ
大阪周遊パス
（阪急拡大版）

1日フリーきっぷ+
施設入場

春夏
2011.4.1～
2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

春夏
2011.4.1～
2011.10.31
秋冬
2011.10.1～
2012.4.30

ご利用期間中のお好きな1日

阪急電鉄神戸線・宝塚線・京都線の梅田～水無瀬間と千里
線 1日乗り放題+
大阪市内の電車バス1日乗り放題+
観光スポット最大27箇所入場可能

ガイドブックに添付のクーポンで14施
設、約40店舗で割引が受けられる

2300円
阪急電鉄の梅田、十三、塚口、西宮北口、夙川、三宮、豊中、石橋、川西能勢口、宝塚、
淡路、茨木市、高槻市、北千里の各ごあんないカウンター

※大阪エリア版（基本）は「共同企画」
を参照

● ●
スルッとＫＡＮＳＡＩ
神戸街めぐり１ｄａｙクーポン
（阪急拡大版）

1日フリーきっぷ+
神戸街遊券

春夏
2011.4.1～
2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

春夏
2011.4.1～
2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

発売期間中のお好きな1日

・阪急全線+神戸エリアの路線
・神戸街遊券650円分
・シティーループバス1日乗車券の割引券

阪急線有効区間
神戸エリア+全線

阪急拡大版　1700円 阪急電鉄各ごあんないカウンター
※神戸エリア版（基本）は「共同企画」
を参照

●

●
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急
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鉄

（
株

）
③

奈良斑鳩1dayチケット 1日乗車券

春期：
2011.4.1～
6.30

秋期：
2011.10.1～
11.30

高野山1dayチケット 1日フリーパス
高野山内の施設拝観割引、お土産食
事割引

阪急版　3000円
阪神版　2900円
京阪版　3000円
近鉄版　2980円

大阪市交通局版　2850円
能勢版　3300円

山陽①（明石より以東版）
3300円

山陽②（全線版）　3600円
北大阪急行版　2900円

大阪モノレール版　3150円
神戸高速版　3000円

大
阪
・
京
都
・
兵
庫

大
阪
市

約30箇所の社寺施設の優待券付き

阪急沿線から　2000円
阪神沿線から　1800円

大阪市交通局から　1600円
南海泉北沿線から　2000円

京都市営地下鉄から1600円
京阪沿線から　1500円

北大阪急行から　1700円
大阪モノレールから　2200円

神戸市営地下鉄から　2300円
神戸電鉄から　2500円
能勢沿線から　2300円

山陽沿線（明石より以東）から
2400円

山陽沿線（全線）から
2700円

[阪急版]梅田、十三、塚口、西宮北口、夙川、三宮、豊中、石橋、川西能勢口、宝塚、淡
路、茨木市、高槻市、桂、河原町、北千里の各ご案内カウンター
[阪神版]阪神電車各駅（大阪難波駅および係員不在時を除く）
[京阪版]中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市、寝屋川市、香里園、枚方市、樟葉、中
書島、丹波橋、祇園四条、三条、出町柳の各駅
[近鉄版]大阪難波、近鉄日本橋、大阪上本町、鶴橋、布施、長瀬、近鉄八尾、河内山本、
河内国分、五位堂、大和高田、大和八木、桜井、榛原、河内小阪、八戸ノ里、河内花園、
瓢箪山、生駒、東生駒、富雄、学園前、大和西大寺、近鉄奈良、高の原、近鉄郡山、天
理、王寺、大阪阿部野橋、矢田、河内天美、河内松原、藤井寺、古市、尺土、高田市、橿
原神宮前、飛鳥、壺阪山、喜志、富田林、河内長野、近鉄御所の各駅
[大阪市交通局版]地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六丁目を除く）、市営交通案内
コーナー（新大阪・梅田・天王寺）、市営交通アクセスガイド（なんば）、グッズセンターなん
ば
[能勢版]川西能勢口ごあんないカウンター・平野駅・山下駅・平野駅コンビニ「リズミン」
[山陽①]西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、板宿・垂水・明石の各定期券発売
所、ご案内センター（明石）
[山陽②]明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、明石・東二見・高砂・飾磨・姫
路の各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[北大阪急行版]千里中央・桃山台・緑地公園の各駅
[大阪モノレール版]大阪モノレール各駅
[神戸高速版]高速神戸・新開地・高速長田の各駅

～2012.3.31
～2012.4.30
までのお好き
な1日

利用期間中1日間
各社局線の指定区間1日乗り放題
近鉄電車の指定区間1日乗り放題
奈良交通バスの指定区間1日乗り放題

[阪急電鉄]梅田、十三、塚口、西宮北口、夙川、三宮、豊中、石橋、川西能勢口、宝塚、淡
路、茨木市、高槻市、北千里の各サービスセンター
[阪神電車]阪神電車各駅（係員不在時を除く）
[大阪市交通局]地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六丁目を除く）、市営交通案内コー
ナー（新大阪・梅田・天王寺）、市営交通アクセスガイド（なんば）、グッズセンターなんば
[南海電鉄・泉北高速鉄道]南海電鉄各駅（関西空港駅、高野山駅など一部の駅を除く）、
泉北高速鉄道各駅窓口および定期券うりば
[京都市交通局]市営地下鉄各駅、市バス・地下鉄案内所（交通局、京都駅前、京都駅地
下街、北大路、烏丸御池駅）、定期券発売所（北大路、四条、京都駅前、竹田、六地蔵、山
科、三条京阪、二条）、地下鉄駅売店
[京阪電車]中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市、寝屋川市、香里園、枚方市、樟葉、
中書島、丹波橋、祇園四条、三条、出町柳の各駅
[北大阪急行電鉄]千里中央、桃山台、緑地公園の各駅
[大阪モノレール]各駅改札窓口
[神戸市交通局]市営地下鉄各駅窓口・駅売店、サークルＫ西神中央駅店
[神戸電鉄]神戸電鉄主要駅、駅売店、神鉄グループ総合案内所、委託発売所
[能勢電鉄]平野駅、山下駅、川西能勢口ごあんないカウンター、平野駅コンビニ「リズミン」
[山陽電車（明石以東）]西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、板宿・垂水・明石の
各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[山陽電車（全線）]明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、明石・東二見・高
砂・飾磨・姫路の各定期券発売所、ご案内センター（明石）

特急料金は含まず

発売期間中のお好きな1日

各沿線から高野山までの1日乗り放題
南海りんかいバス乗り放題

※阪急版・阪神版・京阪版・近鉄版・大阪市交通局版・能勢
版・山陽版・北大阪急行版・大阪モノレール版

【阪急電鉄】



観光来訪者に向けた企画乗車券の商品造成・広報のあり方に関する調査　基礎資料　①鉄道 広域

自社
他社
連携

地域
連携

その
他

名称 乗車券種 発売期間 ご利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項

● 六甲山スキークーポン
乗車券+スキー場
クーポン

2010.12.11～
2011.3.30

2010.12.11～
2011.3.21

発売期間中のお好きな1日
（各乗車券は改札日を含め2
日間有効）

阪神電車：全線各駅（神戸高速線を除く）から御影駅の往復
神戸市バス：阪神御影から六甲ケーブル下の往復
六甲ケーブル：六甲ケーブル下駅から六甲山上駅の往復
六甲山上バス：六甲ケーブル山上駅から人工スキー場(この
区間乗り降り自由）

※ホール・オブ・ホールズ六甲入館割
引券付
大人1,000円→900円
小児500円→450円
ただし2011年1月11日(火)～3月18日
(金)は改装のため休館となります。改
装休館中は「自然体感展望台 六甲枝
垂れ」に割引料金で入場できます。
大人300円→250円、小児200円→150
円

2750円
梅田・尼崎・甲子園・御影・三宮の各駅長室
※上記以外の各駅では、御影駅までの普通乗車券を購入していただいた後、御影駅長室
で払い戻しをして、クーポン券を発売。

●
なんばグランド花月指定席予約
引換券付き往復割引乗車券

乗車券+観劇引
換券

2010.11.3～
2011.3.17

2010.11.4～
2011.3.18

12/30～1/4は特別興行期間
のため利用不可

阪神電車往復割引乗車券と「なんばグランド花月指定席予
約引換券」がセット

※ なんばグランド花月指定席予約引
換券は、必ず前日までに電話にて希
望観劇日・公演回を予約の上、開演30
分前までに劇場窓口にて指定席券引
き換え

4500円 梅田・尼崎・甲子園・御影・三宮の各駅長室
有効区間：阪神全線（神戸高速線を除
く）各駅～大阪難波駅間の往復

● ● 阪神・近鉄初詣1ｄａｙチケット 1日フリーきっぷ
2010.12.1～
2011.1.16

2011.1.1～
2011.1.16

ご利用期間中のお好きな1日
阪神電車・神戸高速全線（バス除く）＋近鉄大阪難波駅～
近鉄奈良間、生駒ケーブル（鳥居前～宝山寺間）が1日フ
リー

・湊川神社、生田神社、西宮神社（西
宮えびす）のうちいずれか1神社の「祈
念品」引換券
・春日大社、宝山寺（生駒聖天）、石切
神社のうちいずれか1社寺の「おみく
じ」引換券

1500円

[近鉄]大阪難波～近鉄奈良駅間の各駅（枚岡、額田、石切、富雄、新大宮を除く）、
新田辺、高の原、近鉄郡山、天理、王寺の各駅
[阪神]阪神線各駅（係員不在時を除く）および、梅田、尼崎、甲子園、御影、三宮の各駅長
室
[神戸高速]高速神戸、新開地、高速長田の各駅

おとな：限定10000枚
こども：限定1000枚

特急料金は含まず

● ● 阪急阪神ニューイヤーチケット 1日フリーきっぷ
2010.12.20～
2011.1.1

2011.1.1～
2011.1.11
※1.1利用分
は12.31（18
時より）利用
可能

ご利用期間中のお好きな1日

有効区間内が1日乗り放題

【基本版】
阪急電車・阪神電車・神戸高速全線（西代・湊川での乗降
可）
【能勢版】
上記基本版+能勢電鉄全線（ケーブル線を除く）

付属の授与券記載の社寺や店舗に
て、祈念品の進呈や割引特典などあ
り

基本版　1000円

能勢版　1300円

[基本版]
阪急阪神版・・・・阪急各駅（天神橋筋六丁目を除く）、阪急電鉄サービスセンター、
梅田駅インフォメーションギャラリー
阪神各駅（大阪難波　東鳴尾　洲先　武庫川団地前を除く）および駅長室
神戸高速線の高速神戸・新開地・高速長田の各駅で販売
[能勢版]川西能勢口駅サービスセンター、能勢電鉄の平野駅、山下駅で販売

●
ユニバーサルシティ
往復乗車券

往復乗車券
2011.4.1～
2012.3.31

2011.4.1～
2012.4.30

発売月の翌月末日まで
阪神電車大物以西各駅（神戸高速線を除く）～<阪神西九条
経由>～ＪＲユニバーサルシティ駅間の往復きっぷ

例）「西宮～芦屋」間発
800円

梅田・尼崎・甲子園・御影・三宮の各駅長室と
大物以西の各駅（神戸高速線および係員不在時を除く）

会場パスは含まず

● 阪急阪神1dayパス 1日フリーきっぷ
2011.4.1～
2012.3.31

発売期間に
同じ

発売期間中のお好きな1日
阪神電車全線・阪急電車全線・神戸高速全線（西代、湊川
を含む）が乗り降り自由

1200円

〔阪神電車〕梅田・尼崎・甲子園・御影・三宮の各駅長室と各駅（大阪難波駅、および係員
不在時を除く）
〔阪急電鉄〕阪急電鉄各駅（天神橋筋六丁目を除く）、阪急電鉄ごあんないカウンター
〔神戸高速〕神戸高速各駅（西代、湊川を除く）

● ●
有馬太閤の湯クーポン
(阪神版）

乗車券+太閤の
湯入館券

2011.4.1～
2012.3.31

2011.4.1～
2012.3.31

有効期間中のお好きな1日

「有馬温泉 太閤の湯」の入館券がセットになった１日フリー
乗車券

阪神電車の各駅（神戸高速線を除く）～神戸高速線 [新開
地駅]経由～神戸電鉄「有馬温泉駅」

沿線施設割引券あり 2500円
梅田・尼崎・甲子園・御影・三宮の各駅長室と
新在家以東の各駅（大阪難波を含む。および係員不在時を除く）

※「太閤の湯」入館券は、日曜・祝日と
休館日（4/20,6/1・2、9/7,1/12）・ＧＷ
（5/3～5）・お盆（8/13～15）・お正月
（1/1～3）は利用不可

● 三宮・姫路1dayチケット 1日フリーきっぷ
2011.4.1～
2012.3.31

2011.4.1～
2012.4.30

有効期間中のお好きな1日 三宮～姫路間が1日乗り放題でお得 1400円
〔阪神電車〕三宮駅長室、三宮・元町の各駅売店、三宮阪神プレイガイド
〔神戸高速線〕高速神戸・新開地・高速長田の各駅

有効区間：
神戸高速：全線（阪神・阪急三宮、湊川
を含む)
山陽電車：全線（バスを除く)

● 阪神・明石市内1dayチケット 1日フリーきっぷ
2011.4.1～
2012.3.31

2011.4.1～
2012.4.30

有効期間中のお好きな1日
梅田・難波方面から明石市内（西二見駅まで）へのおでかけ
に大変お得で便利な1日乗り放題の乗車券

1500円
〔阪神電車〕梅田・尼崎・甲子園・御影・三宮の各駅長室
〔神戸高速〕高速神戸・新開地・高速長田の各駅

有効区間
阪神電車：全線
神戸高速：阪神元町～西代
山陽電車：西代～西二見

● 三宮・明石市内1dayチケット 1日フリーきっぷ
2011.4.1～
2012.3.31

2010.4.1～
2011.4.30

有効期間中のお好きな1日
三宮方面から明石市内（西二見駅まで）へのおでかけに大
変お得で便利な1日乗り放題の乗車券

1000円
〔阪神電車〕三宮駅長室
〔神戸高速〕高速神戸・新開地・高速長田の各駅

有効区間：
神戸高速：全線（阪神・阪急三宮、湊川
を含む)
山陽電車：西代～西二見

●
六甲・まやエンジョイパス
（阪神版）

1日フリーきっぷ
2011.3.20～
2011.11.30

発売期間中のお好きな1日

瀬戸内海国立公園六甲・摩耶地区へのお出かけに
たいへん便利な1日フリー乗車券

※阪急版・能勢版・山陽明石以東版・山陽全線版あり

六甲・摩耶山上施設の割引優待券付 1750円 梅田・尼崎・甲子園・御影・三宮の各駅長室

阪神電車：全線（神戸高速線を除く）
神戸市交通局：市バス16系統(阪神御
影～阪急六甲経由～六甲ケーブル
下)、18系統(阪急六甲～摩耶ケーブル
下経由～三宮駅ターミナル前)、2系統
（阪急六甲～三宮神社）
六甲摩耶鉄道：六甲ケーブル(六甲
ケーブル下駅～六甲山上駅)
六甲摩耶鉄道：六甲山上バス(乗り降り
自由)
六甲摩耶鉄道・阪急バス：六甲摩耶ス
カイシャトルバス(乗り降り自由)※阪急
バスは六甲ケーブル山上駅～摩耶
ロープウェー山上駅間に限る)
神戸市都市整備公社：まやビューライ
ン(まやケーブル・まやロープウェー)

●
有馬・六甲周遊1dayパス
（阪神版）

1日フリーパス
2011.3.19～
2011.12.25

発売期間中乗車当日1日限り

各沿線から有馬温泉と六甲山で使える乗車券と有馬温泉
入浴券（金の湯or銀の湯）セット
※基本フリー版、阪急版、能勢版、神鉄版、山陽明石以東
版、山陽全線版あり

有馬六甲山エリア施設の割引 阪神版　2400円 阪神電車梅田・尼崎・甲子園・御影・三宮の各駅長室

阪神電車：全線(神戸高速線を除く）＋
下記基本フリー区間　阪急電鉄：（阪急
六甲～阪急三宮）　神戸市営地下鉄：
（三宮～新神戸）　北神急行電鉄：（新
神戸～谷上）　神戸電鉄：（谷上~有馬
温泉）　神戸市バス：16系統（阪神御影
～六甲ケーブル下）　六甲ケーブル：
（六甲ケーブル下～六甲山上）　六甲
山上バス：（六甲ケーブル山上～ロー
プウェー山頂）　六甲有馬ロープ
ウェー：（六甲山頂～有馬温泉）
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名称 乗車券種 発売期間 ご利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項
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エリア
／府
県

交通
事業者

本社
所在地

主な運行エ
リア・

主な路線・
周遊エリア

区分

●
垂水・舞子1dayチケット
〔阪神版〕〔三宮版〕

1日フリーきっぷ
2011.4.1～
2012.3.31

2011.4.1～
2012.4.30

有効期間中のお好きな1日
垂水（マリンピア神戸）、舞子（明石海峡大橋）のおでかけに
便利な1日乗車券

阪神版　1300円
三宮版　800円

【阪神版】
〔阪神電車〕梅田・尼崎・甲子園・御影・三宮の各駅長室
〔神戸高速〕高速神戸・新開地・高速長田の各駅

【三宮版】
〔阪神電車〕三宮駅長室
〔神戸高速〕高速神戸・新開地・高速長田の各駅

【阪神版】
阪神電車：全線
神戸高速：阪神元町～西代
山陽電車：西代～西舞子
山陽バス：全線（高速バス、共同運行
路線の神戸市バスおよび明石市バス、
塩屋北町線、二見線、明石市コミュニ
ティバスは除く）
【三宮版】
神戸高速：全線（阪神三宮、阪急三宮
および湊川を含む）
山陽電車：阪神版と同じ区間
山陽バス：阪神版と同じ区間

●
阪神・山陽シーサイド1day
チケット

1日フリーきっぷ
2011.4.1～
2012.3.31

2011.4.1～
2012.4.30

有効期間中のお好きな1日 阪神梅田・大阪難波～山陽姫路間が1日乗り放題！ 2000円
〔阪神電車〕梅田・尼崎・甲子園・御影・三宮の各駅長室と
各駅（係員不在時を除く）
〔神戸高速〕高速神戸・新開地・高速長田の各駅

有効区間
阪神電車：全線
神戸高速：元町～西代
山陽電車：全線

● いい古都チケット 1日フリーきっぷ

春期
2011.3.12～
2011.6. 5
秋期
2011.10. 1～
2011.12.25

発売期間中のお好きな1日

各沿線から京都までと京都市バス（定期観光バス除く）・地
下鉄・京都バス(一部路線を除く）が
1日乗り放題

※阪急阪神版・神戸高速版・能勢版・大阪市交通局版・神
戸市営地下鉄版・神戸電鉄版・山陽電鉄版（1・2）あり

京都市内主要観光地の優待特典クー
ポンが付いたガイドマップ付

阪急阪神版　1600円
神戸高速版　1800円

能勢版　1900円
大阪市交通局版　2000円

神戸市営地下鉄版　2200円
神戸電鉄版　2500円

山陽明石以東版　2300円
山陽全線版　2800円

[阪急阪神版]阪急電鉄各駅（天神橋筋六丁目、神戸高速線を除く）、
梅田・尼崎・甲子園・御影・三宮の各駅長室と各駅（大阪難波、係員不在時を除く）
[神戸高速版]新開地、神戸高速、高速長田の各駅
[能勢版]能勢電鉄の平野・山下の各駅、川西能勢口ごあんないカウンター
[大阪市営地下鉄版]大阪市営地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六町目駅を除く）、
市営交通案内コーナー（新大阪・梅田・天王寺）、市営交通アクセスガイド（なんば）、グッズ
センターなんば
[神戸市営地下鉄版]神戸市営地下鉄の各駅、駅売店ほか
[神戸電鉄版]神戸電鉄主要駅及び駅売店、神鉄グループ総合案内所ほか
[山陽電鉄版（明石以東）]西代、板宿、東須磨、須磨、垂水、明石の各駅・
板宿、垂水、明石の各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[山陽電鉄版（全線）]明石、東二見、高砂、大塩、飾磨、姫路、網干の各駅
明石、東二見、高砂、飾磨、姫路の各定期券発売所、ご案内センター（明石）

● ● ＯＳＡＫＡ海遊きっぷ（阪神版）
海遊館入館+1日
乗車券

2011.2.18～
2012.2.14

2011.2.18～
2012.2.14

発売期間中お好きな1日

海遊館の入館券がセットになった1日フリー乗車券

阪神電車：全線(神戸高速線を除く)、大阪市交通局（地下
鉄・ニュートラム・バス全線）

きっぷを提示するだけで、観光施設
（約30施設）の料金がが割引

2800円 梅田・尼崎・甲子園・御影・三宮の各駅長室、九条駅（係員不在時を除く） 海遊館休館日：2011/6/22・23、
2012/1/17～19,2/15・16

● ●
“ゆめもうで”
伊勢神宮初詣きっぷ【阪神版】

阪神全線乗り放
題+往復乗車券+
フリー区間乗り放
題

2010.11.15～
2010.12.31

2010.12.30～
2011.1.31

ご利用期間中で利用開始日
から連続3日間

阪神全線のフリー乗車券、往復特急引換券・乗車券、伊勢
市駅～賢島駅間のフリー区間乗車券およびフリー区間内に
利用できる特急引換券（2枚）がセットになった券

※往復特急券がセットされていないきっぷ（発駅指定）も発
売あり

「干支置物」または「盃」どちらかお好
きな記念品1品と交換できる「伊勢神
宮ご参拝記念品引換券」付き
きっぷの呈示により、指定観光施設に
て各割引あり

5500円 阪神 梅田、尼崎、甲子園、御影、三宮の各駅長室、大阪難波駅ほか主な旅行会社

● 神戸再発見！きっぷ 1日フリーきっぷ
2010.10.1～
2010.12.26

2010.10.～
2010.12.26

ご利用期間中のお好きな1日

有効区間内1日乗り放題

【阪急・阪神梅田版】阪急電鉄：神戸本線
阪神電車：本線、阪神なんば線（尼崎～西九条）、武庫川線
神戸高速：全線
【阪神全線版】阪神電車：全線
阪急電鉄：神戸本線、神戸高速：全線

※ほか、阪急版・垂水・舞子版あり

阪急・阪神梅田版　700円
阪神全線版　900円

[阪急・阪神梅田版]阪急電鉄：梅田・十三・塚口・西宮北口・夙川・三宮、
阪神電車：梅田・尼崎・甲子園・御影・三宮、　山陽電車：西代、　神戸電鉄：湊川、
神戸高速：高速神戸・新開地・高速長田

[阪神全線版]阪神電車：梅田･尼崎･甲子園･御影･三宮、　山陽電車：西代、
神戸電鉄：湊川･鈴蘭台･北鈴蘭台･谷上･西鈴蘭台、神戸高速：高速神戸･新開地･高速長
田

●
神戸再発見！きっぷ
（芦屋川・芦屋5ｄａｙ）

5日フリーきっぷ
2010.10.1～
2010.12.22

2010.10.1～
2010.12.26

ご利用期間中の任意の5日

有効区間中の任意の5日、有効区間内乗り放題

阪急電車：芦屋川～三宮
阪神電車：芦屋～元町
神戸高速：全線

1900円

[阪急電鉄]芦屋川～三宮の各駅
[阪神電車]芦屋～元町の各駅
[山陽電車]西代　[神戸電鉄]湊川
[神戸高速]高速神戸・新開地・高速長田

● 夏休みスタンプラリーパス 1日フリーパス
2010.7.17～
2010.8.31

発売期間中のお好きな1日

｢劇場版　仮面ライダーＷ　FOREVER　ＡｔｏＺ/運命のガイア
メモリ」
「映画ハートキャッチプリキュア！花の都でファッション
ショー・・・ですか？」のスタンプラリーに便利な1日フリーきっ
ぷ
有効区間
【阪急電鉄】全線（神戸高速を除く）
【阪神電車】全線（神戸高速を除く）
【能勢電鉄】全線（ケーブル・リフトを除く）

1300円
阪急電鉄サービスセンター、梅田駅インフォメーションギャラリー
阪神電車各駅長室、能勢電鉄平野駅・山下駅

● 堺・住吉まん福チケット 1日フリーきっぷ
2011.3.19～
11.30

発売期間中のお好きな1日

大阪唯一のチン電「阪堺電車」全線と南海電車、南海バス
の指定区間が1日乗り放題
【南海版】
南海電鉄：なんば～浜寺公園、なんば～中百舌鳥、汐見橋
～岸里玉出
阪堺電気軌道：全線、南海バス：堺市内指定区間
【阪神版】
阪神電車：全線（神戸高速線除く）＋南海版有効区間
【山陽明石以東版】
山陽電車：西代～明石駅間、神戸高速線：西代～阪神元町
駅間、阪神電車：全線
＋南海版有効区間
【山陽全線版】
山陽電車：全線、神戸高速線：西代～元町駅間、阪神電車：
全線＋南海版有効区間

利用日当日チケットの呈示で、指定さ
れた施設・飲食店で特典あり
アンケート回答でプレゼントあり（抽選
合計20名様）

　　南海版　1000円
阪神版　1600円

山陽明石以東版　2200円
山陽全線版　2500円

[南海版]
南海電鉄：有効区間内各駅（無人の場合を除く）
阪堺電気軌道：天王寺駅前、南霞町、我孫子道、浜寺駅前の各乗車券発売所
※浜寺駅前乗車券発売所は日・祝日休業
南海バス：堺営業所、堺東案内所、金岡車庫、東山営業所
[阪神版]
阪神梅田・尼崎・甲子園・御影・三宮の各駅長室
[山陽明石以東版]
西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、板宿・垂水・明石の各定期券販売所、ご案
内センター(明石）
[山陽全線版]
明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、明石・東二見・高砂・飾磨・姫路の確
定危険発売
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本社
所在地

主な運行エ
リア・

主な路線・
周遊エリア

区分

● ● ＯＳＡＫＡ海遊きっぷ（阪神版）
海遊館入館+1日
乗車券

2011.2.18～
2012.2.14

発売期間中お好きな1日

海遊館の入館券がセットになった1日フリー乗車券

阪神電車：全線(神戸高速線を除く)、大阪市交通局（地下
鉄・ニュートラム・バス全線）

きっぷを提示するだけで、観光施設
（約30施設）の料金がが割引

2800円 梅田・尼崎・甲子園・御影・三宮の各駅長室、九条駅（係員不在時を除く）
特急料金は含まず
海遊館休館日：2011/6/22・23、
2012/1/17～19,2/15・16

●
阪神甲子園球場　タイガース
応援きっぷ

阪神・近鉄往復
乗車券+入場券

2011.2.9～
2011.10.31

2011.3.9～
2011.11.1

乗車開始日から2日間

※入場券は試合開催日当日
限り有効

主に大阪府内、奈良県内の近鉄主要駅から阪神電車の甲
子園駅まで（阪神なんば線経由）の往復割引乗車券（約１
０％）と、
阪神甲子園球場で開催される阪神タイガース主催試合の
入場券（割引なし）をセットにしたもの

例）近鉄奈良駅発着
+甲子園外野席

3510円

近鉄大阪上本町駅営業所、大和西大寺駅営業所

甲子園球場入場券が売り切れ次第、
当該日のきっぷの発売は終了

特急料金は含まず

● ● 古代ロマン飛鳥 日帰りきっぷ

1日乗車券+
チケット（バス乗
車券orレンタサイ
クル割引券or施
設・店舗割引券）

2011.5.9～
2012.4.27

2011.5.9～
2012.4.27

ご利用期間中のお好きな1日

各社局線の指定発駅区間1日乗り放題+
近鉄電車の指定区間1日乗り放題+
チケット2枚（バス乗車券orレンタサイクル割引券or施設・店
舗割引券として使用可）

近鉄版（大阪発）　1500円
近鉄版（京都発）　1900円

阪神版　1900円
山陽版①　2500円
山陽版②　2800円

阪急版　2200円
北急版　1900円
南海版　2000円
京阪版　2000円

[近鉄]（大阪発）大阪難波、近鉄日本橋、大阪上本町、鶴橋、大阪阿部野橋の各駅
　　　　（京都発）京都、近鉄丹波橋、向島の各駅
[阪急電鉄]梅田、十三、塚口、西宮北口、夙川、三宮、豊中、石橋、川西能勢口、宝塚、淡
路、茨木市、高槻市、桂、河原町、北千里の各ごあんないカウンター
[阪神電車]阪神電車各駅（係員不在時を除く）
[南海電鉄]南海電鉄各駅（関西空港駅、高野山駅など一部の駅を除く）
[京阪電車]中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市、寝屋川市、香里園、枚方市、樟葉、
中書島、丹波橋、祇園四条、三条、出町柳の各駅
[北大阪急行電鉄]千里中央、桃山台、緑地公園の各駅
[山陽電車（明石以東）]西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、板宿・垂水・明石の
各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[山陽電車（全線）]明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、明石・東二見・高
砂・飾磨・姫路の各定期券発売所、ご案内センター（明石）

特急料金は含まず

● ●
スルッとＫＡＮＳＡＩ
大阪周遊パス
（阪神拡大版）

1日フリーきっぷ+
施設入場

春夏
2011.4.1～
2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

春夏
2011.4.1～
2011.10.31
秋冬
2011.10.1～
2012.4.30

ご利用期間中のお好きな1日
阪神電車全線 1日乗り放題+
大阪市内の電車バス1日乗り放題+
観光スポット最大27箇所入場可能

ガイドブックに添付のクーポンで14施
設、約40店舗で割引が受けられる

2300円
阪神電鉄の出屋敷以西の各駅（係員不在時を除く）および梅田・尼崎の駅長室

※大阪エリア版は共同企画を参照

● ●
スルッとＫＡＮＳＡＩ
神戸街めぐり１ｄａｙクーポン
（阪神拡大版）

1日フリーきっぷ+
神戸街遊券

春夏
2011.4.1～
2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

春夏
2011.4.1～
2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

発売期間中のお好きな1日

・阪神全線+神戸エリアの路線
・神戸街遊券650円分
・シティーループバス1日乗車券の割引券

阪神線有効区間
神戸エリア+全線

阪神拡大版　1500円 梅田・尼崎・甲子園・御影・阪神三宮の各駅長室、大阪難波駅
※神戸エリア版（基本）は「共同企画」
を参照

大
阪
市

阪
神
電
気
鉄
道

（
株

）
③

大
阪
・
兵
庫

春期：
2011.4.1～
6.30

秋期：
2011.10.1～
11.30

● 高野山1dayチケット 1日フリーパス

● 奈良斑鳩1dayチケット 1日乗車券 ～2012.3.31
～2012.4.30
までのお好き
な1日

発売期間中のお好きな1日

[阪急版]梅田、十三、塚口、西宮北口、夙川、三宮、豊中、石橋、川西能勢口、宝塚、淡
路、茨木市、高槻市、桂、河原町、北千里の各ご案内カウンター
[阪神版]阪神電車各駅（大阪難波駅および係員不在時を除く）
[京阪版]中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市、寝屋川市、香里園、枚方市、樟葉、中
書島、丹波橋、祇園四条、三条、出町柳の各駅
[近鉄版]大阪難波、近鉄日本橋、大阪上本町、鶴橋、布施、長瀬、近鉄八尾、河内山本、
河内国分、五位堂、大和高田、大和八木、桜井、榛原、河内小阪、八戸ノ里、河内花園、
瓢箪山、生駒、東生駒、富雄、学園前、大和西大寺、近鉄奈良、高の原、近鉄郡山、天
理、王寺、大阪阿部野橋、矢田、河内天美、河内松原、藤井寺、古市、尺土、高田市、橿
原神宮前、飛鳥、壺阪山、喜志、富田林、河内長野、近鉄御所の各駅
[大阪市交通局版]地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六丁目を除く）、市営交通案内
コーナー（新大阪・梅田・天王寺）、市営交通アクセスガイド（なんば）、グッズセンターなん
ば
[能勢版]川西能勢口ごあんないカウンター・平野駅・山下駅・平野駅コンビニ「リズミン」
[山陽①]西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、板宿・垂水・明石の各定期券発売
所、ご案内センター（明石）
[山陽②]明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、明石・東二見・高砂・飾磨・姫
路の各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[北大阪急行版]千里中央・桃山台・緑地公園の各駅
[大阪モノレール版]大阪モノレール各駅
[神戸高速版]高速神戸・新開地・高速長田の各駅

各沿線から高野山までの1日乗り放題
南海りんかいバス乗り放題

※阪急版・阪神版・京阪版・近鉄版・大阪市交通局版・能勢
版・山陽版・北大阪急行版・大阪モノレール版

高野山内の施設拝観割引、お土産食
事割引

阪急版　3000円
阪神版　2900円
京阪版　3000円
近鉄版　2980円

大阪市交通局版　2850円
能勢版　3300円

山陽①（明石より以東版）
3300円

山陽②（全線版）　3600円
北大阪急行版　2900円

大阪モノレール版　3150円
神戸高速版　3000円

特急料金は含まず利用期間中1日間
各社局線の指定区間1日乗り放題
近鉄電車の指定区間1日乗り放題
奈良交通バスの指定区間1日乗り放題

約30箇所の社寺施設の優待券付き

阪急沿線から　2000円
阪神沿線から　1800円

大阪市交通局から　1600円
南海泉北沿線から　2000円

京都市営地下鉄から1600円
京阪沿線から　1500円

北大阪急行から　1700円
大阪モノレールから　2200円

神戸市営地下鉄から　2300円
神戸電鉄から　2500円
能勢沿線から　2300円

山陽沿線（明石より以東）から
2400円

山陽沿線（全線）から
2700円

[阪急電鉄]梅田、十三、塚口、西宮北口、夙川、三宮、豊中、石橋、川西能勢口、宝塚、淡
路、茨木市、高槻市、北千里の各サービスセンター
[阪神電車]阪神電車各駅（係員不在時を除く）
[大阪市交通局]地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六丁目を除く）、市営交通案内コー
ナー（新大阪・梅田・天王寺）、市営交通アクセスガイド（なんば）、グッズセンターなんば
[南海電鉄・泉北高速鉄道]南海電鉄各駅（関西空港駅、高野山駅など一部の駅を除く）、
泉北高速鉄道各駅窓口および定期券うりば
[京都市交通局]市営地下鉄各駅、市バス・地下鉄案内所（交通局、京都駅前、京都駅地
下街、北大路、烏丸御池駅）、定期券発売所（北大路、四条、京都駅前、竹田、六地蔵、山
科、三条京阪、二条）、地下鉄駅売店
[京阪電車]中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市、寝屋川市、香里園、枚方市、樟葉、
中書島、丹波橋、祇園四条、三条、出町柳の各駅
[北大阪急行電鉄]千里中央、桃山台、緑地公園の各駅
[大阪モノレール]各駅改札窓口
[神戸市交通局]市営地下鉄各駅窓口・駅売店、サークルＫ西神中央駅店
[神戸電鉄]神戸電鉄主要駅、駅売店、神鉄グループ総合案内所、委託発売所
[能勢電鉄]平野駅、山下駅、川西能勢口ごあんないカウンター、平野駅コンビニ「リズミン」
[山陽電車（明石以東）]西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、板宿・垂水・明石の
各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[山陽電車（全線）]明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、明石・東二見・高
砂・飾磨・姫路の各定期券発売所、ご案内センター（明石）

【阪神電気鉄道】
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自社
他社
連携

地域
連携

その
他

名称 乗車券種 発売期間 ご利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項

● 学文路駅入場券 駅入場券
2010.11.16～
2011.3.18

発売期間の入場当日一回限
り、入場時刻から2時間以内
に限ります

この入場券は学文路駅に入場するためのもので「学問(文)の路に
通じる」ことを意味しており、学文路天満宮のご祈祷をうける。
※5枚を1セットにしたのは、「ご入学」の「ご」を意味。

すべらない砂プレゼント 1部(5枚セット)　 750円 南海線および高野線の各駅(無人の場合を除く)

● ●
りんくうプレミアムアウトレット
きっぷ

割引往復乗車券
+買い物引き換え
券

2011.4.1～
2012.3.31

発売期間中の利用当日限り
有効

発売駅～りんくうタウン駅の「割引往復乗車券」と「りんくうプレミア
ム・アウトレットお買い物券引換券(1,000円分)」がセットになったお
得なきっぷ

りんくうプレミアムアウトレットお買い物券引
換券1000円分

(例)なんば駅乗車
往復運賃＋りんくうプレミアム・
アウトレットお買い物券引換券
（1,000円分）＝1,980 円

なんば(難波駅サービスセンター・3F特急券発売所)、新今宮、天下茶屋、住吉大社、堺、羽衣、泉
大津、岸和田、貝塚、泉佐野、尾崎、みさき公園、和歌山市、関西空港(空港総合サービスセン
ター)、住吉東、堺東、三国ヶ丘、中百舌鳥、
初芝、北野田、金剛、河内長野、林間田園都市、橋本、高野山

● 浪速なみなみきっぷ
往復乗船券+乗
車券

利用開始日から4日間 徳島港～南海着駅までの往復割引乗車船券 例）徳島港⇔なんば　4,640円 南海フェリー　徳島港

● 徳島とくとくきっぷ
割引往復乗車券
+フェリー割引乗
船券

1年中
（通年）

4日間
電車割引往復乗車券　南海電鉄　発売駅⇔和歌山港駅
フェリー割引往復乗船券　南海フェリー　和歌山港⇔徳島港

例）なんば駅乗車　4640円

なんば(難波駅サービスセンター・3F特急券発売所)、新今宮、天下茶屋、住吉大社、堺、羽衣、泉
大津、岸和田、貝塚、泉佐野、尾崎、みさき公園、和歌山市、関西空港(空港総合サービスセン
ター)、住吉東、堺東、三国ヶ丘、中百舌鳥、
初芝、北野田、金剛、河内長野、林間田園都市、橋本、高野山

● たかなん高野山セット券
往復バス+電車
乗車券のセット

「南海なんば駅案内所」に
て、クーポン券にお引き換え
後、
翌日まで有効

「たかなんフットバス」往復乗車券+
南海電鉄　なんば～高野山往復(ケーブル含む）+
南海りんかん　高野山内バス2日フリー乗車券

【特典】拝観2割引サービス券　金剛峯寺、
金堂、根本大塔、霊宝館
【特典】お土産1割引サービス券　珠数屋四
郎兵衛店、中本名玉堂、高野茶屋 和久

8000円
国分寺バスターミナル、高松駅バスターミナル、高松中央インター南バスステーション、
東讃地区の商工会

● ＧＷおでかけ2ｄａｙチケット 2日フリー
2011.4.19～
2011.4.26

2011.4.29～
2011.5.5

利用期間中お好きな2日
（不連続日でも利用可）

南海電鉄全線2日間乗り放題
アンケート回答し応募すると抽選で
南海電鉄オリジナルグッズがあたる

2000円 南海電鉄の各駅窓口（無人の場合を除く）

● ● 高野山・世界遺産きっぷ
割引往復乗車券
+バスフリーパス

1年中
（通年）

2日間
電車割引往復乗車券　南海電鉄　発売駅⇔高野山駅
南海りんかいバス　高野山内バス2日フリー乗車券

【特典】拝観2割引サービス券　金剛峯寺、
金堂、根本大塔、霊宝館
【特典】お土産1割引サービス券　珠数屋四
郎兵衛店、中本名玉堂、高野茶屋 和久

例）なんば駅乗車　2780円

なんば(難波駅サービスセンター・3F特急券発売所)、新今宮、天下茶屋、住吉大社、堺、羽衣、泉
大津、岸和田、貝塚、泉佐野、尾崎、みさき公園、和歌山市、りんくうタウン、関西空港(空港総合
サービスセンター)、住吉東、堺東、三国ヶ丘、中百舌鳥、
初芝、北野田、金剛、河内長野、林間田園都市、橋本

ＪＴＢ、knt近畿日本ツーリスト、日本旅行主要支店の各主要支店
※日本旅行は特急券付きを除く

● 高野山・立里荒神きっぷ
割引往復乗車券
+バス割引乗車
券

1年中
（通年）

2日間
電車割引往復乗車券　南海電鉄　発駅⇔高野山駅
急行バス割引往復乗車券　南海りんかんバス　高野山駅前⇔立
里荒神前

例）なんば駅乗車　4240円

なんば(難波駅サービスセンター・3F特急券発売所)、新今宮、天下茶屋、住吉大社、堺、羽衣、泉
大津、岸和田、貝塚、泉佐野、尾崎、みさき公園、和歌山市、りんくうタウン、関西空港(空港総合
サービスセンター)、住吉東、堺東、三国ヶ丘、中百舌鳥、
初芝、北野田、金剛、河内長野、林間田園都市、橋本

ＪＴＢ、knt近畿日本ツーリストの各主要支店

● ● 金剛山ハイキングきっぷ
割引往復乗車券
+バス割引乗車
券

1年中
（通年発売）

2日間
電車割引往復乗車券　南海電鉄　発売駅⇔河内長野駅
バス割引往復乗車券　南海バス　河内長野駅前⇔金剛山(登山
口またはロープウェイ前)

【特典】金剛山ロープウェイ　2割引サービ
ス(総括券をご呈示ください)

例）なんば駅乗車　1670円

なんば(難波駅サービスセンター・3F特急券発売所)、新今宮、天下茶屋、住吉大社、堺、羽衣、泉
大津、岸和田、貝塚、泉佐野、尾崎、みさき公園、和歌山市、りんくうタウン、関西空港(空港総合
サービスセンター)、住吉東、堺東、三国ヶ丘、中百舌鳥、
初芝、北野田、金剛、河内長野、林間田園都市、橋本

ＪＴＢ、knt近畿日本ツーリストの各主要支店

● ● 犬鳴山温泉＆ハイキングきっぷ
割引往復乗車券
+バス割引乗車
券

1年中
（通年）

2日間
電車割引往復乗車券　南海電鉄　発売駅⇔泉佐野駅
バス割引往復乗車券　南海ウイングバス南部　泉佐野駅⇔犬鳴
山

【特典】犬鳴山温泉対象施設の入浴料割
引
例）犬鳴山温泉「不動口館」入浴料
大人：800円→600円　小児：400円→300円
フェイスタオルのおまけ付(総括券をご呈示
ください)
※他4施設で入浴料割引

例）なんば駅乗車　1700円

なんば(難波駅サービスセンター・3F特急券発売所)、新今宮、天下茶屋、住吉大社、堺、羽衣、泉
大津、岸和田、貝塚、泉佐野、尾崎、みさき公園、和歌山市、りんくうタウン、関西空港(空港総合
サービスセンター)、住吉東、堺東、三国ヶ丘、中百舌鳥、
初芝、北野田、金剛、河内長野、林間田園都市、橋本

● ● 堺・ハーベストの丘きっぷ
割引往復乗車券
+バス割引乗車
券+入館券

1年中
（通年）

当日限り

電車割引往復乗車券　南海電鉄　発売駅⇔泉北高速鉄道泉ケ丘
駅
バス割引往復乗車券　南海バス　泉ケ丘駅⇔ハーベストの丘
堺・ハーベストの丘　入場券

【特典】お楽しみ券　※入園ゲートで確認 例）なんば駅乗車　1980円

なんば(難波駅サービスセンター・3F特急券発売所)、新今宮、天下茶屋、住吉大社、堺、羽衣、泉
大津、岸和田、貝塚、泉佐野、尾崎、みさき公園、和歌山市、りんくうタウン、関西空港(空港総合
サービスセンター)、住吉東、堺東、三国ヶ丘、中百舌鳥、
初芝、北野田、金剛、河内長野、林間田園都市、橋本

● ● 大型児童館「ビックバン」きっぷ
割引往復乗車券
+入館券

1年中
（通年）

当日限り
電車割引往復乗車券　発売駅⇔泉北高速鉄道泉ケ丘駅
大型児童館「ビッグバン」入館券

例）なんば駅乗車　1790円

なんば(難波駅サービスセンター・3F特急券発売所)、新今宮、天下茶屋、住吉大社、堺、羽衣、泉
大津、岸和田、貝塚、泉佐野、尾崎、みさき公園、和歌山市、りんくうタウン、関西空港(空港総合
サービスセンター)、住吉東、堺東、三国ヶ丘、中百舌鳥、
初芝、北野田、金剛、河内長野、林間田園都市、橋本

● 大阪出張きっぷ
往復乗車券+1日
乗車券

2011.4.1～
2012.3.31

乗車日当日に限り有効
空港特急ラピート片道乗車券・特急券
関西空港駅→なんば駅
大阪市営地下鉄・ニュートラム・バス全線1日フリー乗車券

1500円 関西空港駅、空港総合サービスセンター
英語版・中国語版・韓国語版あり
「ＹＯＫＯＳＯ！ＯＳＡＫＡ　ＴＩＣＫＥＴ」

[阪急版]梅田、十三、塚口、西宮北口、夙川、三宮、豊中、石橋、川西能勢口、宝塚、淡路、茨木
市、高槻市、桂、河原町、北千里の各ご案内カウンター
[阪神版]阪神電車各駅（大阪難波駅および係員不在時を除く）
[京阪版]中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市、寝屋川市、香里園、枚方市、樟葉、中書島、
丹波橋、祇園四条、三条、出町柳の各駅
[近鉄版]大阪難波、近鉄日本橋、大阪上本町、鶴橋、布施、長瀬、近鉄八尾、河内山本、河内国
分、五位堂、大和高田、大和八木、桜井、榛原、河内小阪、八戸ノ里、河内花園、瓢箪山、生駒、
東生駒、富雄、学園前、大和西大寺、近鉄奈良、高の原、近鉄郡山、天理、王寺、大阪阿部野
橋、矢田、河内天美、河内松原、藤井寺、古市、尺土、高田市、橿原神宮前、飛鳥、壺阪山、喜
志、富田林、河内長野、近鉄御所の各駅
[大阪市交通局版]地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六丁目を除く）、市営交通案内コー
ナー（新大阪・梅田・天王寺）、市営交通アクセスガイド（なんば）、グッズセンターなんば
[能勢版]川西能勢口ごあんないカウンター・平野駅・山下駅・平野駅コンビニ「リズミン」
[山陽①]西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、板宿・垂水・明石の各定期券発売所、ご
案内センター（明石）
[山陽②]明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、明石・東二見・高砂・飾磨・姫路の
各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[北大阪急行版]千里中央・桃山台・緑地公園の各駅
[大阪モノレール版]大阪モノレール各駅
[神戸高速版]高速神戸・新開地・高速長田の各駅
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発売期間中のお好きな1日

各沿線から高野山までの1日乗り放題
南海りんかいバス　高野山内1日乗り放題

※阪急版・阪神版・京阪版・近鉄版・大阪市交通局版・能勢版・山
陽版・北大阪急行版・大阪モノレール版・神戸高速版

高野山内の施設拝観2割引、お土産食事1
割引

阪急版　3000円
阪神版　2900円
京阪版　3000円
近鉄版　2980円

大阪市交通局版　2850円
能勢版　3300円

山陽①（明石より以東版）
3300円

山陽②（全線版）　3600円
北大阪急行版　2900円

大阪モノレール版　3150円
神戸高速版　3000円

高野山1dayチケット 1日フリーパス

春期：
2011.4.1～
6.30

秋期：
2011.10.1～
11.30

● ●

企画乗車券
エリア
／府県

交通
事業者

本社
所在地

主な運行エ
リア・

主な路線・
周遊エリア

区分

【南海電気鉄道】



自社
他社
連携

地域
連携

その
他

名称 乗車券種 発売期間 ご利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項

企画乗車券
エリア
／府県

交通
事業者

本社
所在地

主な運行エ
リア・

主な路線・
周遊エリア

区分

●
ようこそ大阪きっぷ
（大阪出張きっぷ海外版）

往復乗車券+1日
乗車券

1年中
（通年）

乗車日当日に限り有効
空港特急ラピート片道乗車券・特急券
関西空港駅→なんば駅
大阪市営地下鉄・ニュートラム・バス全線1日フリー乗車券

※大阪市交通局の1日フリー乗車券提示
で大阪市内の施設割引あり

海外代理店で発売した
クーポンと引換

関西空港駅　空港総合サービスセンター
パンフレット
英語版・中国語版・韓国語版あり

● ● 和歌山おでかけきっぷ
割引往復乗車券
+バスフリー券

2011.4.1～
2012.3.31

発売期間中のご乗車当日限
り有効

発売駅～和歌山市駅の割引往復乗車券
※特急サザン指定券付きタイプは「発売駅～和歌山市駅の割引
往復乗車券」と「割引往復指定券」
和歌山バス、和歌山バス那賀の1日フリー乗車券
※和歌山バスの高速バス（和歌山千葉線、和歌山白浜線）、リム
ジンバス（和歌山空港線）、和歌山バス那賀の共同運行路線（岩
出樽井線）、自治体コミュニティバス受託路線（岩出市巡回、紀の
川市地域巡回バス、紀ノ川コミュニティバス、かつらぎ町コミュニ
ティバス）は除く

和歌山市内の観光施設と和歌山ラーメン
などのグルメ店特典
和歌山城、ポルトヨーロッパ、スパリゾート
黒潮温泉などの観光スポットの割引特典も
ついています。
※「和歌山おでかけきっぷ」の総括券を対
象観光施設でご呈示いただくと、割引特典
が受けられます。

2000円 なんば、新今宮、天下茶屋、住吉大社、堺の各駅

● 敬老の日1dayチケット2010 1日乗り放題 2010.9.7～16
2010.9.18～

20
有効期間中のお好きな1日

南海全線1日乗り放題　※大人券に年齢制限はなくどなたでも利
用可。ただし数量は2,000部限定

大人券購入の方に限り小児券（300円）を
同時発売（大人券1枚につき小児券2枚ま
で）

1000円 南海電鉄の各駅窓口（無人の場合は除く）

● 初詣フリーチケット2011 乗り放題チケット
2010.12.10～
30

2010.12.31～
2011.1.10

有効期間中のお好きな2日
南海全線（電車・ケーブルカー）2日乗り放題　（特急・および天空
利用時は、別途特急料金または座席指定料金が必要）
大人2,000部　小児300部の限定発売

2000円 南海電鉄の各駅窓口（無人の場合は除く）

● ● こうや花鉄道ぶらり発見きっぷ
往復乗車券+指
定駅間1日乗り放
題

2011.4.1～
11.30

発売期間中の利用当日限り
有効

高野線橋本駅～極楽橋駅間1日乗り放題
発売駅～橋本駅までの往復乗車券

一部店舗お土産購入割引
こうや花鉄道×真田幸村　オリジナル携帯
ストラップ
アンケートに答えると「真田幸村ボールペ
ン」が当たる（抽選30名様）

例)なんば駅乗車　1850 円

なんば、新今宮、天下茶屋、住吉大社、堺、羽衣、泉大津、岸和田、貝塚、泉佐野、尾崎、みさき
公園、和歌山市、
りんくうタウン、関西空港、住吉東、堺東、三国ヶ丘、中百舌鳥、初芝、北野田、金剛、河内長野
の各駅

● みさき公園わくわくきっぷ
割引往復乗車券
+入園券

2011.3.3～
6.28

発売期間中の利用当日限り有効

発売駅～みさき公園駅の割引往復乗車券
みさき公園入園券
園内で利用出来るアトラクションポイント引き換え券（1000Ｍｉｐｏ）
※100Ｍｉｐｏ＝100円

例）なんば駅乗車　2400円

なんば、新今宮、天下茶屋、住吉大社、堺、羽衣、泉大津、岸和田、貝塚、泉佐野、尾崎、和歌山
市、りんくうタウン、
関西空港、住吉東、堺東、三国ヶ丘、中百舌鳥、初芝、北野田、金剛、河内長野、林間田園都
市、橋本、高野山の各駅

特急サザン（往路）座席指定付もあり

● みさき公園うきうききっぷ
割引往復乗車券
+入園+プール券

2011.7.16～
8.31(予定）

発売期間中の利用当日限り有効発売駅～みさき公園駅の割引往復乗車券+入園+プール券 例）なんば駅乗車　1980円

なんば、新今宮、天下茶屋、住吉大社、堺、羽衣、泉大津、岸和田、貝塚、泉佐野、尾崎、和歌山
市、りんくうタウン、関西空港（空港総合サービスセンター）、
住吉東、堺東、三国ヶ丘、中百舌鳥、初芝、北野田、金剛、河内長野、林間田園都市、橋本、高
野山の各駅

● ● 堺・住吉まん福チケット 1日フリーきっぷ
2011.3.19～
11.30

発売期間中のお好きな1日

大阪唯一のチン電「阪堺電車」全線と南海電車、南海バスの指定
区間が1日乗り放題

【南海版】
南海電鉄：なんば～浜寺公園、なんば～中百舌鳥、汐見橋～岸
里玉出
阪堺電気軌道：全線、南海バス：堺市内指定区間
【阪神版】
阪神電車：全線（神戸高速線除く）＋南海版有効区間
【山陽明石以東版】
山陽電車：西代～明石駅間、神戸高速線：西代～阪神元町駅間、
阪神電車：全線
＋南海版有効区間
【山陽全線版】
山陽電車：全線、神戸高速線：西代～元町駅間、阪神電車：全線
＋南海版有効区間

利用日当日チケットの呈示で、指定された
施設・飲食店で特典あり
アンケート回答でプレゼントあり（抽選合計
20名様）

　　南海版　1000円
阪神版　1600円

山陽明石以東版　2200円
山陽全線版　2500円

[南海版]
南海電鉄：有効区間内各駅（無人の場合を除く）
阪堺電気軌道：天王寺駅前、南霞町、我孫子道、浜寺駅前の各乗車券発売所
※浜寺駅前乗車券発売所は日・祝日休業
南海バス：堺営業所、堺東案内所、金岡車庫、東山営業所
[阪神版]
阪神梅田・尼崎・甲子園・御影・三宮の各駅長室
[山陽明石以東版]
西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、板宿・垂水・明石の各定期券販売所、ご案内セン
ター(明石）
[山陽全線版]
明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、明石・東二見・高砂・飾磨・姫路の各駅定期
券発売所
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●

[阪急電鉄]梅田、十三、塚口、西宮北口、夙川、三宮、豊中、石橋、川西能勢口、宝塚、淡路、茨
木市、高槻市、北千里の各ごあんないセンター
[阪神電車]阪神電車各駅（係員不在時を除く）
［神戸高速］高速神戸・新開地・高速長田の各駅
[大阪市交通局]地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六丁目を除く）、市営交通案内コーナー
（新大阪・梅田・天王寺）、市営交通アクセスガイド（なんば）、グッズセンターなんば
[南海電鉄・泉北高速鉄道]南海電鉄各駅（関西空港駅、高野山駅など一部の駅を除く）、泉北高
速鉄道各駅窓口および定期券うりば
[京都市交通局]市営地下鉄各駅、市バス・地下鉄案内所（交通局、京都駅前、京都駅地下街、北
大路、烏丸御池駅）、定期券発売所（北大路、四条、京都駅前、竹田、六地蔵、山科、三条京阪、
二条）、地下鉄駅売店
[京阪電車]中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市、寝屋川市、香里園、枚方市、樟葉、中書
島、丹波橋、祇園四条、三条、出町柳の各駅
[北大阪急行電鉄]千里中央、桃山台、緑地公園の各駅
[大阪モノレール]各駅改札窓口
[神戸市交通局]市営地下鉄各駅窓口・駅売店、サークルＫ西神中央駅店
[神戸電鉄]神戸電鉄主要駅、駅売店、神鉄グループ総合案内所、委託発売所
[能勢電鉄]平野駅、山下駅、川西能勢口ごあんないカウンター、平野駅コンビニ「リズミン」
[山陽電車（明石以東）]西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、板宿・垂水・明石の各定期
券発売所、ご案内センター（明石）
[山陽電車（全線）]明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、明石・東二見・高砂・飾
磨・姫路の各定期券発売所、ご案内センター（明石）

奈良・斑鳩1dayチケット 1日乗車券
2011.4.1～
2012.3.31

2011.4.1～
2012.4.30ま
でのお好き
な1日

特急料金は含まず利用期間中1日間
各社局線の指定区間1日乗り放題
近鉄電車の指定区間1日乗り放題
奈良交通バスの指定区間1日乗り放題

阪急沿線から　2000円
阪神沿線から　1800円

神戸高速沿線から　2000円
大阪市交通局から　1600円
南海泉北沿線から　2000円

京都市営地下鉄から1600円
京阪沿線から　1500円

北大阪急行から　1700円
大阪モノレールから　2200円

神戸市営地下鉄から　2300円
神戸電鉄から　2500円
能勢沿線から　2300円

山陽沿線（明石より以東）から
2400円

山陽沿線（全線）から
2700円

【南海電気鉄道】



自社
他社
連携

地域
連携

その
他

名称 乗車券種 発売期間 ご利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項

企画乗車券
エリア
／府県

交通
事業者

本社
所在地

主な運行エ
リア・

主な路線・
周遊エリア

区分

●
ＯＳＡＫＡ海遊きっぷ
（南海版）

海遊館入館+1日
乗車券

2011.2.18～
2012.2.14

発売期間中お好きな1日

海遊館の入館券がセットになった1日フリー乗車券

南海電鉄全線、大阪市交通局（地下鉄・ニュートラム・バス全線）
観光施設約30ヶ所の入場料等が割引 南海版　2850円 各駅窓口(無人駅など一部の駅を除く)

特急料金は含まず
海遊館休館日：2011/6/22・23、
2012/1/17～19,2/15・16

● 京都みやこびと1ｄａｙチケット 1日フリーきっぷ
2011.4.23～
2011.7.3

発売期間中のお好きな1日

南海電鉄・泉北高速鉄道の各駅から、大阪市営地下鉄・京阪電
鉄に乗って京都まで！
有効区間内を自由に乗り降りできる便利でお得な1日フリー乗車
券

京都エリアの指定優待施設で入館料・商
品の割引や拝観料団体扱い、記念品のプ
レゼントなどの特典が受けられる「特典
クーポン」付き

南海北部版　1400円
南海中部版　1850円
南海南部版　2300円
泉北高速版　1850円

[南海北部版]なんば～堺および汐見橋～中百舌鳥の各駅
[南海中部版]なんば～孝子、りんくうタウン、汐見橋～天見、高師浜線、多奈川線の各駅
[南海南部版]紀ノ川、和歌山市、和歌山港、関西空港、紀見峠～高野山、加太線の各駅
（いずれも無人の場合を除く）
[泉北高速版]各駅窓口および定期券うりば

● ● 古代ロマン飛鳥 日帰りきっぷ

1日乗車券+
チケット（バス乗
車券orレンタサイ
クル割引券or施
設・店舗割引券）

2011.5.9～
2012.4.27

2011.5.9～
2012.4.27

ご利用期間中のお好きな1日

各社局線の指定発駅区間1日乗り放題+
近鉄電車の指定区間1日乗り放題+
チケット2枚（バス乗車券orレンタサイクル割引券or施設・店舗割
引券として使用可）

近鉄版（大阪発）　1500円
近鉄版（京都発）　1900円

阪神版　1900円
山陽版①　2500円
山陽版②　2800円

阪急版　2200円
北急版　1900円
南海版　2000円
京阪版　2000円

[近鉄]（大阪発）大阪難波、近鉄日本橋、大阪上本町、鶴橋、大阪阿部野橋の各駅
　　　　（京都発）京都、近鉄丹波橋、向島の各駅
[阪急電鉄]梅田、十三、塚口、西宮北口、夙川、三宮、豊中、石橋、川西能勢口、宝塚、淡路、茨
木市、高槻市、桂、河原町、北千里の各ごあんないカウンター
[阪神電車]阪神電車各駅（係員不在時を除く）
[南海電鉄]南海電鉄各駅（関西空港駅、高野山駅など一部の駅を除く）
[京阪電車]中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市、寝屋川市、香里園、枚方市、樟葉、中書
島、丹波橋、祇園四条、三条、出町柳の各駅
[北大阪急行電鉄]千里中央、桃山台、緑地公園の各駅
[山陽電車（明石以東）]西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、板宿・垂水・明石の各定期
券発売所、ご案内センター（明石）
[山陽電車（全線）]明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、明石・東二見・高砂・飾
磨・姫路の各定期券発売所、ご案内センター（明石）

特急料金は含まず

● ●
スルッとＫＡＮＳＡＩ
大阪周遊パス
（南海拡大版）

1日フリーきっぷ+
施設入場

春夏
2011.4.1～
2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

春夏
2011.4.1～
2011.10.31
秋冬
2011.10.1～
2012.4.30

ご利用期間中のお好きな1日

南海電鉄の大阪府内全線（なんば～孝子、なんば～天見、汐見
橋～岸里玉出、高師浜線、空港線、多奈川線） 1日乗り放題+
大阪市内の電車バス1日乗り放題+
観光スポット最大27箇所入場可能

ガイドブックに添付のクーポンで14施設、
約40店舗で割引が受けられる

2300円
南海電鉄のなんば、新今宮、住吉大社、堺、羽衣、泉大津、岸和田、泉佐野、関西空港、みさき
公園、汐見橋、住吉東、堺東、北野田、河内長野 ※大阪エリア版は「共同企画」を参照

南
海
電
気
鉄
道

（
株

）
③

大
阪
・
和
歌
山

大
阪
市

【南海電気鉄道】



観光来訪者に向けた企画乗車券の商品造成・広報のあり方に関する調査　基礎資料　①鉄道 広域

自社
他社
連携

地域
連携

その
他

名称 企画乗車券の構成 発売期間 ご利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項

● ● ● 大阪ぐるりんパス

往復ＪＲ券+現地
観光施設入場券
+現地周遊区間
乗り放題

2011.3.18～
2012.3.30

2011.4.1～
2012.3.31

2日間

ＪＲ往復普通車指定席利用
ＵＳＪ（１日券）や大阪を代表する観光施設の入場券等がセット
ＪＲ自由周遊区間（2日）大阪市営交通（1日）京阪電車中之島エ
リア（1日）乗り放題

「ぐるりんパス」専用おトクな宿泊プラ
ンあり（別途宿泊代要）

例）広島市内発着
19,500円

出発地周辺の主な駅のみどりの窓口、および主な旅行会社
電話予約サービス

2名以上が同一行程で旅行される場合に
限り購入可

● ● ● ぐるりんパス

往復JR券+現地
観光施設入場券
+現地周遊区間
乗り放題

～2012.3.28
※一部設定
エリアにより
変動あり

2011.4.1～
2012.3.31
※一部設定
エリアにより
変動あり

2日間または3日間

JR往復普通車指定席利用
各エリアの人気観光施設の入場または割引がセット
周遊区間内の指定交通機関が乗り放題
※設定エリア）　城崎温泉・出石ぐるりんパス、金沢・加賀ぐるり
んパス、岡山・倉敷ぐるりんパス、鞆の浦・尾道ぐるりんパス、松
江・出雲ぐるりんパス、宮島・瀬戸内ぐるりんパス

例）城崎温泉・出石ぐるりんパス
　　　大阪市内発着　11,500円

出発地周辺の主な駅のみどりの窓口、および主な旅行会社
電話予約サービス

※2名以上が同一行程で旅行される場合
に限り購入可
※購入は利用日の前日まで

● ● ●
大阪・水都ミニぐるりんパス
（旅行会社専用商品）

ＪＲ自由周遊区
間+現地観光施
設入場券+現地
周遊区間乗り放
題

2011.2.12～
2012.3.30

2011.3.12～
2012.3.31

2日間

大阪地区を着地とする個人型旅行商品（ＪＲセットプラン）のオプ
ション発売で、１０周年を迎えるＵＳＪ（１日券）・海遊館・通天閣な
どの主要観光施設の入場券、ＪＲ自由周遊区間内の普通列車
乗り放題、
大阪市交通局１日乗車券・京阪中之島１日乗車券がセットに
なったきっぷ
※5/15～7/14出発分は「大阪ステーションシティオープン特典
引換券」付き

例）ＪＲ西日本・JR四国・JR九州エ
リア発売7,800円

大阪自由周遊区間を着地とする個人型主催旅行商品（ＪＲセットプラン）を発売す
る
旅行会社（駅での取り扱いはなし）

● ● ●
大阪・三都ミニぐるりんパス
（旅行会社専用商品）

ＪＲ自由周遊区
間+現地観光施
設入場券+現地
周遊区間乗り放
題

2011.3.1～
2012.3.29

2011.4.1～
2012.3.31

3日間

大阪地区を着地とする個人型旅行商品（ＪＲセットプラン）のオプ
ション発売で、１０周年を迎えるＵＳＪ（１日券）・海遊館・通天閣な
どの主要観光施設の入場券、ＪＲ自由周遊区間内の普通列車
乗り放題、大阪市交通局１日乗車券・京阪中之島１日乗車券が
セットになったきっぷ
※5/14～7/14出発分は「大阪ステーションシティオープン特典
引換券」付き

例）ＪＲ東日本・JR東海
エリア発売8,600円

京阪神自由周遊区間を着地とする個人型主催旅行商品（ＪＲセットプラン）を発売
する
旅行会社（駅での取り扱いはなし）

現地自由周遊区間内を着地とする鉄道利
用旅行商品のオプション発売

● 春の関西1デイパス

JR関西自由周遊
区間＋京阪フ
リーチケットor南
海のチケット

2011.3.17～
5.31

2011.3.19～
5.31

1日間
ＪＲ関西周遊区間内普通列車（新快速・快速含む）の普通車自
由席1日乗り放題、京阪電車の「大原チケット」または南海電鉄・
阪堺電車・南海バスの「堺・住吉チケット」のいずれか一方のチ
ケットに引換え可能

おとな　2,900円 ＪＲ西日本の主な駅のみどりの窓口、及び主な旅行会社
電話予約サービス

現地自由周遊区間内を着地とする鉄道利
用旅行商品のオプション発売

●
奈良・大和路遊々きっぷ

JR往復+奈良大
和路フリー区間
の近鉄線・JR線・
バス乗降割引
きっぷ

2010.12.7～
2012.3.28

2011.1.7～
2012.3.31
※12/28～
1/6、4/27～
5/6、8/11～
20まで除く

4日間
京都までのJR往復特急と、奈良・大和路フリー区間の近鉄線・
JR線・奈良交通バス路線が自由に乗降できるきっぷを割引セッ
ト

例）金沢発　14,900円
出発地周辺の主な駅のみどりの窓口、および主な旅行会社
電話予約サービス

フリー区間内の特急列車は別途特急料金
が必要

●
奈良・大和路遊々ミニきっぷ

JR自由周遊区間
+奈良大和路フ
リー区間の近鉄
線・JR線・バス乗
降割引きっぷ

2011.3.1～
2012.3.28

2011.4.1～
2012.3.31

4日間 奈良・大和路フリー区間の近鉄線・JR線・奈良交通バス路線が
自由に乗降できるきっぷを割引セット

例）ＪＲ東日本・JR東海
エリア発売2,500円

奈良・大和路エリアを着地とする個人型主催旅行商品（ＪＲセットプラン）を発売す
る
旅行会社（駅での取り扱いはなし）

フリー区間内の特急列車は別途特急料金
が必要

●
奈良・大阪フリーきっぷ（JR・近
鉄）

JR往復+フリー区
間乗り放題

2011.2.12～
2012.3.28

2011.3.12～
2012.3.31

3日間

往復の新幹線普通車指定席（新大阪まで）と、奈良・大阪フリー
区間でのＪＲ普通列車自由席（快速・新快速含む）乗り放題・
指定した近鉄線・奈良交通バスの乗り放題がセットになったきっ
ぷです。

「奈良交通定期観光バス案内所」で
「奈良・大阪フリーきっぷ（ＪＲ・近
鉄）」の「かえり券」を呈示すると、
奈良交通定期観光バスを団体割引
運賃で利用可能

例）広島市内発　18,500円
出発地周辺の主な駅のみどりの窓口、および主な旅行会社
電話予約サービス

2名以上が同一行程で旅行される場合に
限り購入可

●
奈良・大阪フリーミニきっぷ（JR・
近鉄）

JR自由周遊区間
+奈良・大阪フ
リー区間の近鉄
線・JR線・バス乗
降割引きっぷ

2011.3.1～
2012.3.29

2011.4.1～
2012.3.31

3日間

奈良・大阪フリー区間でのＪＲ普通列車自由席（快速・新快速含
む）乗り放題・指定した近鉄線・奈良交通バスの乗り放題がセッ
トになったきっぷです。

「奈良交通定期観光バス案内所」で
「奈良・大阪フリーきっぷ（ＪＲ・近
鉄）」の「かえり券」を呈示すると、
奈良交通定期観光バスを団体割引
運賃で利用可能

例）ＪＲ西日本・JR四国・JR九州エ
リア発売2,500円

奈良・大和路エリアを着地とする個人型主催旅行商品（ＪＲセットプラン）を発売す
る
旅行会社（駅での取り扱いはなし）

フリー区間内の特急列車は別途特急料金
が必要

● ● 白浜パンダきっぷ

ＪＲ往復+アドベン
チャーワールド1
日入園券＋バス
乗り放題

～2011.7.13

～2011.7.15
※5/11・25、
6/8・22、
7/13は、アド
ベンチャー
ワールドは休
園日となりま
す。

2日間
JR往復特急列車普通車指定席またはグリーン車指定席、アドベ
ンチャーワールド1日入園引換券
明光バス白浜地区2日間乗り放題

駅レンタカー割引特典（台数限定）
例）大阪市内発　11,600円

（普通車指定席利用）
出発地周辺の主な駅のみどりの窓口、および主な旅行会社
電話予約サービス

2名以上が同一行程で旅行される場合に
限り購入可

区分

北
陸
・
関
西
・
中
国
エ
リ
ア

大
阪
市

西
日
本
旅
客
鉄
道
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企画乗車券
エリア
／府県

交通
事業者

本社
所在地

主な運行エ
リア・

主な路線・
周遊エリア

【西日本旅客鉄道】



自社
他社
連携

地域
連携

その
他

名称 企画乗車券の構成 発売期間 ご利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項

区分 企画乗車券
エリア
／府県

交通
事業者

本社
所在地

主な運行エ
リア・

主な路線・
周遊エリア

● 関西往復フリーきっぷ
JR往復
+関西地区フリー

2009.4.1～
2012.3.28

2009.4.1～
2012.3.31

4日間
関西地区の乗降り自由な周遊区間がセットになった特急指定席
往復タイプの商品

例）金沢発　14,900円
出発地周辺の主な駅のみどりの窓口、および主な旅行会社
電話予約サービス

●
JR-WEST　RAIL　PASS
（Kansai Area Pass）

関西エリアの普
通列車・特急「は
るか」自由席が
乗降自由

通年 通年 １・２・３・４日間 関西エリアの普通列車・特急「はるか」自由席が乗り放題 例）１日間用　2,000円

京都、茨木、新大阪、大阪、神戸、新神戸、三ノ宮、西明石、姫路、二条、宇治、嵯
峨嵐山、北新地、京橋、鶴橋、天王寺、新今宮、弁天町、西九条、関西空港、奈
良、ＪＲ難波の各駅及びＪＴＢ、日本旅行、近畿日本ツーリスト、トップツアーの主
な営業所

●
JR-WEST　RAIL　PASS
（Sanyo Area Pass）

関西・山陽エリア
の新幹線・特急
普通車指定席が
乗り放題

通年 通年 ４・８日間 関西・山陽エリアの新幹線・特急普通車指定席が乗り放題 例）4日間用　20,000円

新大阪、大阪、神戸、新神戸、三ノ宮、西明石、姫路、北新地、京橋、鶴橋、天王
寺、新今宮、弁天町、西九条、関西空港、ＪＲ難波、岡山、広島、新下関、下関、小
倉、博多の各駅及びＪＴＢ、日本旅行、近畿日本ツーリスト、トップツアーの主な営
業所

●　海外で購入される場合の条件は以下
のとおりです。
　海外発売箇所においてＭＣＯ
(Miscellaneous Charges Order＝航空運賃
等支払いの事実を証する
有価証券）または別に定める引換証（以下
「引換証」という）をお求めになり、日本に
入国後、引換箇所において引換証を提出
していただいた場合に発行します。ただ
し、次の条件をすべて満たすことが必要で
す。
①　 日本国以外の政府等の発行した旅券
を有し、「短期滞在」に該当する在留資格
を有すること
②　ＭＣＯが、発行日の当日から起算して
３ヶ月以内のものであること
③　申込書に、必要事項を記入し、ＭＣＯ
及び旅券とともに提出していただくこと
●　国内で購入される場合は、次の条件を
全て満たす場合に、パスを購入できます。
①　日本国以外の政府等の発行した旅券
をお持ちで、「短期滞在」（在留期間１５日）
に該当する在留資格をお持ちであること。
②　日本国に入国後、初めてパスを購入さ
れること　※滞在中、１人あたり１回・１枚
限りの発売となります。
③　申込書に、氏名・国名・旅券番号・旅行
開始日等必要事項を記入し、旅券・出入国
管理カード

【西日本旅客鉄道】



観光来訪者に向けた企画乗車券の商品造成・広報のあり方に関する調査　基礎資料　①鉄道 広域

自社
他社
連携

地域
連携

その
他

名称 乗車券種 発売期間 ご利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項

● ● 嵐山1dayチケット 1日乗車券
2011.2.1～
12.23

発売期間中のお好きな1日 京阪電車と嵐電（京福電車）が1日乗り放題 沿線施設の特典付、嵐山エリアマップ付 1400円
中之島、 淀屋橋、 天満橋、 京橋、 守口市、 寝屋川市、 香里園、 枚方市、 樟葉、 中書
島、 丹波橋、 祇園四条、 三条、 出町柳 の各駅

有効区間
［京阪電車］全線（男山ケーブル、大津線を除く）
［阪急電鉄］ 河原町駅～桂駅、桂駅～嵐山駅
［嵐電（京福電車）］ 嵐山本線・北野線 全線（ケーブル線、ロープウェ
イを除く）

● ● 鞍馬・貴船1dayチケット 割引乗車券 通年販売 発売日当日限り 京阪電車直結の叡山電車1日乗り放題
叡山電車沿線の施設を優待料金等で利
用

例）淀屋橋　1540円
※出発駅により異なる

京阪線各駅 （出町柳駅、大津線各駅を除く）

有効区間
［京阪電車］ 乗車駅～出町柳駅<往復>　（男山ケーブル、大津線は
利用不可）
［叡山電車］ 全線　【乗り降り自由】

● ● 比叡山1ｄａｙチケット 割引乗車券
2011.3.19～
12.4

発売日当日限り
京阪電車+叡山電車+叡山ケーブル・ロープウェイ+比叡山内
シャトルバスがセットの割引乗車券

延暦寺などの施設で利用できる共通特
典クーポン券（8枚）付き

例）淀屋橋　2000円
※出発駅により異なる

京阪線各駅（出町柳駅、大津線各駅を除く）

有効区間
［京阪電車］乗車駅～出町柳駅<往復>
[叡山電車］出町柳駅～八瀬比叡山口駅　【乗り降り自由】
［叡山ケーブル］ ケーブル八瀬駅～ケーブル比叡駅<往復>
［叡山ロープウェイ］ ロープ比叡駅～比叡山頂駅<往復>
［比叡山内シャトルバス］ 比叡山頂～横川、ロテル・ド・比叡　【乗り
降り自由】
※ロテル・ド・比叡から夢見ヶ丘、京都方面へは利用できません（別
途運賃必要）

● ● 大原1dayチケット 割引乗車券 通年販売 発売日当日限り 電車・バスで行く割引乗車券

・三千院、実光院、宝泉院、勝林院、来迎
院、寂光院が優待料金で拝観
・大原の里　日帰り温泉（入浴・昼食付
き）が優待料金で利用。
・大原山荘　日帰り温泉（入浴・昼食付
き）、足湯カフェ（ドリンク付き）、らくやき
体験が優待料金で利用
・寺子屋本舗　手焼きせんべいを1,050円
以上お買い上げの場合、割引
・志野　ポン酢やドレッシングを3,150円以
上お買い上げの場合、プレゼントがある

例）淀屋橋　1530円
※出発駅により異なる

京阪線各駅（出町柳駅、大津線各駅を除く）

有効区間
［京阪電車］乗車駅～出町柳駅 ＜往復＞（男山ケーブル、大津線を
除く）
［叡山電車］ 出町柳駅～八瀬比叡山口駅 【乗り降り自由】
［京都バス］ 出町柳駅前バス停または八瀬駅前バス停～大原バス
停 【乗り降り自由】

● ● 京阪みやこ漫遊チケット １日乗車券

2011.3.5～
6.5
2011.10.1～
12.25

発売期間中のお好きな1日
京阪電車、京都市営地下鉄・バス、京都バスの有効区間が
1日乗り放題

京都観光ガイドマップ付
チケット呈示で、琵琶湖汽船「ミシガンク
ルーズ」を優待料金で利用可

1600円
中之島、 淀屋橋、 天満橋、 京橋、 守口市、 寝屋川市、 香里園、 枚方市、 樟葉、 中書
島、 丹波橋、 東福寺、 七条、 祇園四条、 三条、 出町柳、 京阪山科、 四宮、 浜大津の
各駅

有効区間
［京阪電車］京阪線、男山ケーブル、
京津線（御陵駅～浜大津駅）
［京都市営地下鉄］ 全線（烏丸線・東西線）
［京都市バス］ 全線（定期観光バスを除く）
［京都バス］ 京都市内均一制区間路線、
嵐山・大原地区（大原、岩倉村松、岩倉実相院、一条山、京都産業
大学前、柊野別れ、高雄、清滝、苔寺・すず虫寺を限度とする範囲
内）の路線　（比叡山線、季節運行路線を除く）

● ● ひらパーGO！GO！チケット
割引乗車券+入
園券

2011.3.12～
7.3

発売日当日 京阪電車往復（乗車駅⇔枚方公園駅）+ひらかたパーク入園 園内乗り物1日乗り放題フリーパス割引 例）淀屋橋乗車　1300円 京阪線各駅（枚方公園駅、大津線各駅を除く）
有効区間
乗車駅 ⇔ 枚方公園駅《往復》
（男山ケーブル、大津線を除く）

● ●
京都嵐山・びわ湖大津1dayチ
ケット

1日乗車券
2011.4.1～
2012.3.31

2011.4.1～
2012.4.30

利用期間中のお好きな1日 京都市営地下鉄・嵐電・京阪電車大津線が1日乗り放題

「大津市浜大津公共駐車場」または「明
日都浜大津駐車場」の
1日駐車券を500円で購入可能
（通常料金は30分ごとに150円※最初の
30分は無料)

1400円

［京阪電車］京阪線 三条駅・大津線  大津線各駅（御陵､ 大谷､ 南滋賀､ 滋賀里､ 穴太､
 松ノ馬場の各駅は除く）の駅係員配置時間内
［京都市交通局］地下鉄烏丸線・東西線各駅窓口
市バス・地下鉄案内所（ 交通局、 北大路駅、 烏丸御池駅、 京都駅前、 京都駅地下街）
定期券発売所（ 四条駅、 竹田駅、 二条駅、 三条京阪駅、 山科駅、 六地蔵駅）
［嵐電（京福電車）］四条大宮駅、嵐山駅、北野白梅町駅、帷子ノ辻駅
［その他］琵琶湖ホテル、 京都タワーホテル、 京都国際ホテル

有効区間
［京阪電車］大津線全線（御陵駅～浜大津駅、石山寺駅～坂本駅）
［京都市営地下鉄］全線（太秦天神川駅～六地蔵駅、国際会館駅～
竹田駅）
［嵐電（京福電車）］嵐山本線・北野線全線
※京阪本線・鴨東線、中之島線、交野線、宇治線、男山ケーブル、京
都市バス、JR線、近鉄電車、阪急電車は利用できません

● ●
京都地下鉄・京阪大津線1day
チケット

1日乗車券
2011.4.1～
2012.3.31

2011.4.1～
2012.4.30

利用期間中のお好きな1日
京都市営地下鉄烏丸線＆東西線、京阪電車京津線、石山坂
本線を1日乗り放題

「大津市浜大津公共駐車場」または「明
日都浜大津駐車場」の
1日駐車券を500円で購入可能
（通常料金は30分ごとに150円※最初の
30分は無料)

1000円

[京阪電車]京阪線 三条駅・大津線 大津線各駅（御陵､ 大谷､ 南滋賀､ 滋賀里､ 穴太､
 松ノ馬場の各駅は除く）の駅係員配置時間内
[京都市交通局] 地下鉄烏丸線・東西線各駅窓口
市バス・地下鉄案内所（ 交通局、 北大路駅、 烏丸御池駅、 京都駅前、 京都駅地下街）
定期券発売所（ 四条駅、 竹田駅、 二条駅、 三条京阪駅、 山科駅、 六地蔵駅）
[その他] 琵琶湖ホテル、京都タワーホテル、京都国際ホテル

有効区間
［京阪電車］大津線全線（御陵駅～浜大津駅､石山寺駅～坂本駅）
［京都市営地下鉄］全線（太秦天神川駅～六地蔵駅、国際会館駅～
竹田駅）
※京阪本線・鴨東線、中之島線、交野線、宇治線、男山ケーブル、京
都市バス、JR線、近鉄電車は利用できません

● 湖都古都おおつ1dayきっぷ 1日乗車券 通年販売
発売日から1年以内のお好
きな1日

大津線（京津線、石山坂本線）が1日乗り放題

浜大津アーカス、琵琶湖ホテル、琵琶湖
汽船など約50施設で割引
「大津市浜大津公共駐車場」または「明
日都浜大津駐車場」の
1日駐車券を500円で購入可能
（通常料金は30分ごとに150円※最初の
30分は無料)

500円

［京阪線］三条駅
［大津線］大津線各駅（御陵・大谷・南滋賀・滋賀里・穴太・松ノ馬場の各駅を除く）の
駅係員配置時間内
［その他］琵琶湖ホテル、京都タワーホテル

有効区間
大津線全線（御陵駅～浜大津駅、石山寺駅～坂本駅）
※京阪本線・鴨東線、中之島線、交野線、宇治線、男山ケーブル、京
都市営地下鉄、ＪＲ線は利用できません

大
阪
・
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都
・
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大
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エリア
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県
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事業者

本社
所在地

主な運行エ
リア・

主な路線・
周遊エリア

約170施設のお得な優待付、京都観光
マップ付

2000円● ● ●

区分

有効区間
[鉄　　道］
京阪電車： 出町柳駅～中書島駅
京都市営地下鉄： 全線
叡山電車： 全線
近鉄電車： 京都駅～向島駅
嵐電(京福電車)： 全線　※叡山ケーブル・ロープウェイを除く
阪急電鉄： 河原町駅～洛西口駅、桂駅～嵐山駅
［バ　　ス］
京都市バス： 全線※定期観光バスを除く
京都バス： 京都市内均一区間、岩倉・大原・嵐山地区、鞍馬温泉以
南
※比叡山線・季節運行路線(嵐山高尾線)を除く
京阪京都交通： 京都市内～沓掛西口 ※原・神吉線を除く
京阪シティバス： 中書島・淀地域
京阪バス：山科・醍醐・中書島地域全線　※京都比叡山線・京都比叡
平線・ダイレクトエキスプレス直Ｑ京都・定期観光バスを除く
西日本ＪＲバス：京都駅～栂ノ尾間
阪急バス：向日営業所全線
ヤサカバス：全線　※醍醐コミュニティバスを除く

発売期間中のお好きな1日

企画乗車券

京都フリーパス １日乗車券
2010.12.11
～2011.3.23

［京阪電車］ 三条駅インフォステーション
 
［その他］ 京都市交通局案内所［京都駅前、京都駅地下街、北大路、烏丸御池駅、
交通局（太秦天神川）］
阪急電鉄河原町駅・桂駅サービスセンター
西日本JRバス京都バスチケットセンター

京都市内の主な電車・バスが1日乗り降り自由
（JR西日本線は除く）

※2日フリー版は、ＪＲ西日本の企画乗車券である「京都観光フ
リーきっぷ」又は「のぞみ＆京都観光フリーきっぷ」としてＪＲで
発売

【京阪電気鉄道】



自社
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連携
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他

名称 乗車券種 発売期間 ご利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項

エリア
／府
県

交通
事業者

本社
所在地

主な運行エ
リア・

主な路線・
周遊エリア

区分 企画乗車券

● ● 湖北ながはま1ｄａｙチケット 割引乗車券
2011.4.22～
2011.12.4

発売日当日限り
京阪全線（男山ケーブル・大津線除く）と東福寺乗換えでＪＲ西
日本（米原駅～
長浜駅～余呉駅間）が乗降自由の1日乗車券

江・浅井三姉妹博覧（メイン会場3館共通
券+博覧会バス）大人1000円→900円
小中学生500円→450円
長浜城歴史博物館・黒壁美術館・海洋堂
フィギアミュージアム黒壁の入館料割引
琵琶湖汽船（竹生島クルーズ）10％割引

2400円
中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市、寝屋川市、 香里園、枚方市、樟葉、中書島、丹
波橋、祇園四条、三条、出町柳の各駅

有効区間
［京阪電車］全線（男山ケーブル、大津線を除く）
［ＪＲ西日本］往復区間：東福寺駅～米原駅　　自由周遊区間：米原
駅～長浜駅～余呉駅

● 鞍馬・祇園1ｄａｙチケット
1日フリー
パス

2011.4.1～
2012.3.31

発売期間中のお好きな1日

大阪から京都洛北エリアを満喫できるお得なチケット

大阪市営地下鉄・ニュートラム・バス全線（フリー）
京阪守口市駅～祇園四条駅（往復）
叡山電鉄全線（フリー）

叡山電車沿線の施設を優待料金で
利用できる

1900円

大阪市営地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六丁目駅を除く）
市営交通案内コーナー（新大阪・梅田・天王寺）
市営交通アクセスガイド（なんば）
グッズセンターなんば

● ＯＳＡＫＡ海遊きっぷ（京阪版）
海遊館入館+1
日乗車券

2011.2.18～
2012.2.14

発売期間中お好きな1日

海遊館の入館券がセットになった1日フリー乗車券

京阪電車全線（男山ケーブル、大津線を除く）、
大阪市交通局（地下鉄､ニュートラム､市バス全線）

きっぷを提示するだけで、観光施設（約30
施設）の料金がが割引

2850円
中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市、寝屋川市、 香里園、枚方市、樟葉、中書島、丹
波橋、祇園四条、三条、出町柳の各駅

特急料金は含まず
海遊館休館日：2011/6/22・23、
2012/1/17～19,2/15・16

● 京都みやこびと1ｄａｙチケット 1日フリーきっぷ
2011.4.23～
2011.7.3

発売期間中のお好きな1日

南海電鉄・泉北高速鉄道の各駅から、大阪市営地下鉄・京阪
電鉄に乗って京都まで！
有効区間内を自由に乗り降りできる便利でお得な1日フリー乗
車券

京都エリアの指定優待施設で入館料・商
品の割引や拝観料団体扱い、記念品の
プレゼントなどの特典が受けられる「特典
クーポン」付き

南海北部版　1400円
南海中部版　1850円
南海南部版　2300円
泉北高速版　1850円

[南海北部版]なんば～堺および汐見橋～中百舌鳥の各駅
[南海中部版]なんば～孝子、りんくうタウン、汐見橋～天見、高師浜線、多奈川線の各駅
[南海南部版]紀ノ川、和歌山市、和歌山港、関西空港、紀見峠～高野山、加太線の各駅
（いずれも無人の場合を除く）
[泉北高速版]各駅窓口および定期券うりば

● ● 古代ロマン飛鳥 日帰りきっぷ

1日乗車券+
チケット（バス乗
車券orレンタサ
イクル割引券or
施設・店舗割引
券）

2011.5.9～
2012.4.27

2011.5.9～
2012.4.27

ご利用期間中のお好きな1
日

各社局線の指定発駅区間1日乗り放題+
近鉄電車の指定区間1日乗り放題+
チケット2枚（バス乗車券orレンタサイクル割引券or施設・店舗
割引券として使用可）

近鉄版（大阪発）　1500円
近鉄版（京都発）　1900円

阪神版　1900円
山陽版①　2500円
山陽版②　2800円

阪急版　2200円
北急版　1900円
南海版　2000円
京阪版　2000円

[近鉄]（大阪発）大阪難波、近鉄日本橋、大阪上本町、鶴橋、大阪阿部野橋の各駅
　　　　（京都発）京都、近鉄丹波橋、向島の各駅
[阪急電鉄]梅田、十三、塚口、西宮北口、夙川、三宮、豊中、石橋、川西能勢口、宝塚、淡
路、茨木市、高槻市、桂、河原町、北千里の各ごあんないカウンター
[阪神電車]阪神電車各駅（係員不在時を除く）
[南海電鉄]南海電鉄各駅（関西空港駅、高野山駅など一部の駅を除く）
[京阪電車]中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市、寝屋川市、香里園、枚方市、樟葉、
中書島、丹波橋、祇園四条、三条、出町柳の各駅
[北大阪急行電鉄]千里中央、桃山台、緑地公園の各駅
[山陽電車（明石以東）]西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、板宿・垂水・明石の
各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[山陽電車（全線）]明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、明石・東二見・高
砂・飾磨・姫路の各定期券発売所、ご案内センター（明石）

特急料金は含まず

● ●
スルッとＫＡＮＳＡＩ
大阪周遊パス
（京阪拡大版）

1日フリーきっぷ
+
施設入場

春夏
2011.4.1～
2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

春夏
2011.4.1～
2011.10.31
秋冬
2011.10.1～
2012.4.30

ご利用期間中のお好きな1
日

京阪電車大阪府内（千林～樟葉、枚方市～私市）1日乗り放題
+
大阪市内の電車バス1日乗り放題+
観光スポット最大27箇所入場可能

ガイドブックに添付のクーポンで14施設、
約40店舗で割引が受けられる

2200円
京阪電車の中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市、寝屋川市、香里園、枚方市、樟葉の
各駅事務室 ※大阪エリア版は「共同企画」を参照

京
阪
電
気
鉄
道

（
株

）
②

大
阪
市

大
阪
・
京
都
・
滋
賀

高野山1dayチケット 1日フリーパス

春期：
2011.4.1～
6.30

秋期：
2011.10.1～
11.30

●

[阪急版]梅田、十三、塚口、西宮北口、夙川、三宮、豊中、石橋、川西能勢口、宝塚、淡
路、茨木市、高槻市、桂、河原町、北千里の各ご案内カウンター
[阪神版]阪神電車各駅（大阪難波駅および係員不在時を除く）
[京阪版]中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市、寝屋川市、香里園、枚方市、樟葉、中
書島、丹波橋、祇園四条、三条、出町柳の各駅
[近鉄版]大阪難波、近鉄日本橋、大阪上本町、鶴橋、布施、長瀬、近鉄八尾、河内山本、
河内国分、五位堂、大和高田、大和八木、桜井、榛原、河内小阪、八戸ノ里、河内花園、
瓢箪山、生駒、東生駒、富雄、学園前、大和西大寺、近鉄奈良、高の原、近鉄郡山、天
理、王寺、大阪阿部野橋、矢田、河内天美、河内松原、藤井寺、古市、尺土、高田市、橿
原神宮前、飛鳥、壺阪山、喜志、富田林、河内長野、近鉄御所の各駅
[大阪市交通局版]地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六丁目を除く）、市営交通案内
コーナー（新大阪・梅田・天王寺）、市営交通アクセスガイド（なんば）、グッズセンターなん
ば
[能勢版]川西能勢口ごあんないカウンター・平野駅・山下駅・平野駅コンビニ「リズミン」
[山陽①]西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、板宿・垂水・明石の各定期券発売
所、ご案内センター（明石）
[山陽②]明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、明石・東二見・高砂・飾磨・姫
路の各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[北大阪急行版]千里中央・桃山台・緑地公園の各駅
[大阪モノレール版]大阪モノレール各駅
[神戸高速版]高速神戸・新開地・高速長田の各駅

発売期間中のお好きな1日

各沿線から高野山までの1日乗り放題
南海りんかいバス乗り放題

※阪急版・阪神版・京阪版・近鉄版・大阪市交通局版・能勢版・
山陽版・北大阪急行版・大阪モノレール版

高野山内の施設拝観割引、お土産食事
割引

阪急版　3000円
阪神版　2900円
京阪版　3000円
近鉄版　2980円

大阪市交通局版　2850円
能勢版　3300円

山陽①（明石より以東版）
3300円

山陽②（全線版）　3600円
北大阪急行版　2900円

大阪モノレール版　3150円
神戸高速版　3000円

2011.4.1～
2012.3.31

2011.4.1～
2012.4.30ま
でのお好き
な1日

● 奈良・斑鳩1dayチケット 1日乗車券

[阪急電鉄]梅田、十三、塚口、西宮北口、夙川、三宮、豊中、石橋、川西能勢口、宝塚、淡
路、茨木市、高槻市、北千里の各ごあんないセンター
[阪神電車]阪神電車各駅（係員不在時を除く）
［神戸高速］高速神戸・新開地・高速長田の各駅
[大阪市交通局]地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六丁目を除く）、市営交通案内
コーナー（新大阪・梅田・天王寺）、市営交通アクセスガイド（なんば）、グッズセンターなん
ば
[南海電鉄・泉北高速鉄道]南海電鉄各駅（関西空港駅、高野山駅など一部の駅を除く）、
泉北高速鉄道各駅窓口および定期券うりば
[京都市交通局]市営地下鉄各駅、市バス・地下鉄案内所（交通局、京都駅前、京都駅地
下街、北大路、烏丸御池駅）、定期券発売所（北大路、四条、京都駅前、竹田、六地蔵、山
科、三条京阪、二条）、地下鉄駅売店
[京阪電車]中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市、寝屋川市、香里園、枚方市、樟葉、
中書島、丹波橋、祇園四条、三条、出町柳の各駅
[北大阪急行電鉄]千里中央、桃山台、緑地公園の各駅
[大阪モノレール]各駅改札窓口
[神戸市交通局]市営地下鉄各駅窓口・駅売店、サークルＫ西神中央駅店
[神戸電鉄]神戸電鉄主要駅、駅売店、神鉄グループ総合案内所、委託発売所
[能勢電鉄]平野駅、山下駅、川西能勢口ごあんないカウンター、平野駅コンビニ「リズミン」
[山陽電車（明石以東）]西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、板宿・垂水・明石の
各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[山陽電車（全線）]明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、明石・東二見・高
砂・飾磨・姫路の各定期券発売所、ご案内センター（明石）

特急料金は含まず利用期間中1日間
各社局線の指定区間1日乗り放題
近鉄電車の指定区間1日乗り放題
奈良交通バスの指定区間1日乗り放題

阪急沿線から　2000円
阪神沿線から　1800円

神戸高速沿線から　2000円
大阪市交通局から　1600円
南海泉北沿線から　2000円

京都市営地下鉄から1600円
京阪沿線から　1500円

北大阪急行から　1700円
大阪モノレールから　2200円

神戸市営地下鉄から　2300円
神戸電鉄から　2500円
能勢沿線から　2300円

山陽沿線（明石より以東）から
2400円

山陽沿線（全線）から
2700円

【京阪電気鉄道】



観光来訪者に向けた企画乗車券の商品造成・広報のあり方に関する調査　基礎資料　①鉄道 府県域（大阪）

自社
他社
連携

地域
連携

その
他

名称 乗車券種 発売期間 利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項

● ● ビッグバン入館券付き乗車券
往復乗車券+
入館券

乗車日1日限り
各駅から泉ケ丘駅までの往復乗車券と
大阪府立大型児童館「ビッグバン」の入館券がセット

例）和泉中央発着　1270円 泉北高速線各駅窓口（泉が丘駅除く）

● 京都みやこびと1ｄａｙチケット 1日フリーきっぷ 2011.4.23～2011.7.3 発売期間中のお好きな1日
南海電鉄・泉北高速鉄道の各駅から、大阪市営地下鉄・京阪電鉄に乗って
京都まで！
有効区間内を自由に乗り降りできる便利でお得な1日フリー乗車券

京都エリアの指定優待施設で入館料・商品の
割引や拝観料団体扱い、記念品のプレゼントな
どの特典が受けられる「特典クーポン」付き

南海北部版　1400円
南海中部版　1850円
南海南部版　2300円
泉北高速版　1850円

[南海北部版]なんば～堺および汐見橋～中百舌鳥の各駅
[南海中部版]なんば～孝子、りんくうタウン、汐見橋～天見、高師浜線、多奈川線の各駅
[南海南部版]紀ノ川、和歌山市、和歌山港、関西空港、紀見峠～高野山、加太線の各駅
（いずれも無人の場合を除く）
[泉北高速版]各駅窓口および定期券うりば

●
ＯＳＡＫＡ海遊きっぷ
（泉北高速版）

海遊館入館+1日
乗車券

2011.2.18～2012.2.14 発売期間中お好きな1日

海遊館の入館券がセットになった1日フリー乗車券

泉北高速鉄道全線、南海電鉄（なんば～中百舌鳥、なんば～堺、汐見橋～
岸里玉出）、大阪市交通局（地下鉄・ニュートラム・バス全線）

観光施設約30ヶ所の入場料等が割引 2900円 各駅窓口及び定期券うりば
特急料金は含まず
海遊館休館日：2011/6/22・23、
2012/1/17～19,2/15・16

● ●
スルッとＫＡＮＳＡＩ
大阪周遊パス
（泉北拡大版）

1日フリーきっぷ+
施設入場

春夏
2011.4.1～2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

春夏
2011.4.1～
2011.10.31
秋冬
2011.10.1～
2012.4.30

ご利用期間中のお好きな1日
泉北高速鉄道1日乗り放題+
大阪市内の電車バス1日乗り放題+
観光スポット最大27箇所入場可能

ガイドブックに添付のクーポンで14施設、約40
店舗で割引が受けられる

2200円
泉北高速鉄道の各駅窓口及び定期券うりば

※大阪エリア版は「共同企画」を参照

● 能勢・妙見・里山ぐるっとパス 1日フリーきっぷ 2011.3.19～12.4 発売期間中のお好きな1日

大阪モノレール全線、阪急電鉄全線（神戸高速線を除く）
能勢電鉄全線（ケーブル・リフト含む）
阪急バス　日生中央～銀山口・川床口、山下駅前～汐の湯温泉前、妙見
口駅～倉垣間の全停留所ならびに歌垣局前、歌垣山登山口の各停留所、
黒川ダリヤ園開園期間中の妙見口駅～黒川ダリヤ園が
乗り降り自由

※阪急版あり

1500円 大阪モノレール各駅窓口

● ● ひらパーGO！GO！チケット
往復乗車券+入
園券

2011.3.12～2012.2.26 発売日当日
大阪モノレール全線+京阪（門真市駅⇔枚方公園駅）
+ひらかたパーク入園

園内乗り物1日乗り放題フリーパス割引 1700円 大阪モノレール各駅窓口

● OSAKA海遊きっぷ（北急版）
各交通機関と海
遊館の入場券の
セット

2011.2.18～2012.2.14 利用日1日
海遊館の入館券がセットになった1日フリー乗車券（北大阪急行全線＋大
阪市営地下鉄全線）

観光施設約30か所の入場料等が割引 2500円 千里中央、桃山台、緑地公園の各駅

● ● 古代ロマン飛鳥 日帰りきっぷ

1日乗車券+
チケット（バス乗
車券orレンタサイ
クル割引券or施
設・店舗割引券）

2011.5.9～2012.4.27 2011.5.9～2012.4.27 ご利用期間中のお好きな1日

各社局線の指定発駅区間1日乗り放題+
近鉄電車の指定区間1日乗り放題+
チケット2枚（バス乗車券orレンタサイクル割引券or施設・店舗割引券として
使用可）

近鉄版（大阪発）　1500円
近鉄版（京都発）　1900円

阪神版　1900円
山陽版①　2500円
山陽版②　2800円

阪急版　2200円
北急版　1900円
南海版　2000円
京阪版　2000円

[近鉄]（大阪発）大阪難波、近鉄日本橋、大阪上本町、鶴橋、大阪阿部野橋の各駅
　　　　（京都発）京都、近鉄丹波橋、向島の各駅
[阪急電鉄]梅田、十三、塚口、西宮北口、夙川、三宮、豊中、石橋、川西能勢口、宝塚、淡路、茨木市、高槻市、桂、河原町、北千里の各ご
あんないカウンター
[阪神電車]阪神電車各駅（係員不在時を除く）
[南海電鉄]南海電鉄各駅（関西空港駅、高野山駅など一部の駅を除く）
[京阪電車]中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市、寝屋川市、香里園、枚方市、樟葉、中書島、丹波橋、祇園四条、三条、出町柳の各駅
[北大阪急行電鉄]千里中央、桃山台、緑地公園の各駅
[山陽電車（明石以東）]西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、板宿・垂水・明石の各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[山陽電車（全線）]明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、明石・東二見・高砂・飾磨・姫路の各定期券発売所、ご案内センター
（明石）

特急料金は含まず

●
北急・モノレール京都おでかけ
きっぷ

1日フリーパス 2010.4.29～12.26 発売期間中のお好きな1日
北急・大阪モノレール全線と阪急宝塚線・京都線（箕面、千里、嵐山の各支
線を含む）が一日乗り放題のきっぷ

京都嵐山や千里中央での施設優待券 1100円

[阪急電鉄]梅田・十三・豊中・石橋・川西能勢口・宝塚・淡路・北千里・茨木市・高槻市・桂・
河原町の各サービスセンター、梅田駅インフォメーションギャラリー
[北大阪急行]各駅
[大阪モノレール]各駅

区分 企画乗車券

交通事業者
本社

所在地
主な運行エリア・主
な路線・周遊エリア

阪急版　3000円
阪神版　2900円
京阪版　3000円
近鉄版　2980円

大阪市交通局版　2850円
能勢版　3300円

山陽①（明石より以東版）
3300円

山陽②（全線版）　3600円
北大阪急行版　2900円

大阪モノレール版　3150円
神戸高速版　3000円

[阪急電鉄]梅田、十三、塚口、西宮北口、夙川、三宮、豊中、石橋、川西能勢口、宝塚、淡路、茨木市、高槻市、北千里の各ごあんないセン
ター
[阪神電車]阪神電車各駅（係員不在時を除く）
［神戸高速］高速神戸・新開地・高速長田の各駅
[大阪市交通局]地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六丁目を除く）、市営交通案内コーナー（新大阪・梅田・天王寺）、市営交通アクセス
ガイド（なんば）、グッズセンターなんば
[南海電鉄・泉北高速鉄道]南海電鉄各駅（関西空港駅、高野山駅など一部の駅を除く）、泉北高速鉄道各駅窓口および定期券うりば
[京都市交通局]市営地下鉄各駅、市バス・地下鉄案内所（交通局、京都駅前、京都駅地下街、北大路、烏丸御池駅）、定期券発売所（北大
路、四条、京都駅前、竹田、六地蔵、山科、三条京阪、二条）、地下鉄駅売店
[京阪電車]中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市、寝屋川市、香里園、枚方市、樟葉、中書島、丹波橋、祇園四条、三条、出町柳の各駅
[北大阪急行電鉄]千里中央、桃山台、緑地公園の各駅
[大阪モノレール]各駅改札窓口
[神戸市交通局]市営地下鉄各駅窓口・駅売店、サークルＫ西神中央駅店
[神戸電鉄]神戸電鉄主要駅、駅売店、神鉄グループ総合案内所、委託発売所
[能勢電鉄]平野駅、山下駅、川西能勢口ごあんないカウンター、平野駅コンビニ「リズミン」
[山陽電車（明石以東）]西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、板宿・垂水・明石の各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[山陽電車（全線）]明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、明石・東二見・高砂・飾磨・姫路の各定期券発売所、ご案内センター
（明石）

特急料金は含まず

春期：2011.4.1～6.30

秋期：2011.10.1～
11.30

阪急沿線から　2000円
阪神沿線から　1800円

神戸高速沿線から　2000円
大阪市交通局から　1600円
南海泉北沿線から　2000円

京都市営地下鉄から1600円
京阪沿線から　1500円

北大阪急行から　1700円
大阪モノレールから　2200円

神戸市営地下鉄から　2300円
神戸電鉄から　2500円
能勢沿線から　2300円

山陽沿線（明石より以東）から2400円
山陽沿線（全線）から

2700円

[阪急版]梅田、十三、塚口、西宮北口、夙川、三宮、豊中、石橋、川西能勢口、宝塚、淡路、茨木市、高槻市、桂、河原町、北千里の各ご案
内カウンター
[阪神版]阪神電車各駅（大阪難波駅および係員不在時を除く）
[京阪版]中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市、寝屋川市、香里園、枚方市、樟葉、中書島、丹波橋、祇園四条、三条、出町柳の各駅
[近鉄版]大阪難波、近鉄日本橋、大阪上本町、鶴橋、布施、長瀬、近鉄八尾、河内山本、河内国分、五位堂、大和高田、大和八木、桜井、
榛原、河内小阪、八戸ノ里、河内花園、瓢箪山、生駒、東生駒、富雄、学園前、大和西大寺、近鉄奈良、高の原、近鉄郡山、天理、王寺、大
阪阿部野橋、矢田、河内天美、河内松原、藤井寺、古市、尺土、高田市、橿原神宮前、飛鳥、壺阪山、喜志、富田林、河内長野、近鉄御所
の各駅
[大阪市交通局版]地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六丁目を除く）、市営交通案内コーナー（新大阪・梅田・天王寺）、市営交通アクセ
スガイド（なんば）、グッズセンターなんば
[能勢版]川西能勢口ごあんないカウンター・平野駅・山下駅・平野駅コンビニ「リズミン」
[山陽①]西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、板宿・垂水・明石の各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[山陽②]明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、明石・東二見・高砂・飾磨・姫路の各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[北大阪急行版]千里中央・桃山台・緑地公園の各駅
[大阪モノレール版]大阪モノレール各駅
[神戸高速版]高速神戸・新開地・高速長田の各駅

利用期間中1日間
各社局線の指定区間1日乗り放題
近鉄電車の指定区間1日乗り放題
奈良交通バスの指定区間1日乗り放題

各沿線から高野山までの1日乗り放題
南海りんかいバス乗り放題

※阪急版・阪神版・京阪版・近鉄版・大阪市交通局版・能勢版・山陽版・北
大阪急行版・大阪モノレール版

高野山内の施設拝観割引、お土産食事割引発売期間中のお好きな1日高野山1dayチケット 1日フリーパス

奈良・斑鳩1dayチケット 1日乗車券 2011.4.1～2012.3.31
2011.4.1～2012.4.30
までのお好きな1日

●

●

和泉市

エリア／
府県

大
阪
府

大阪府都市開発（株）
中百舌鳥～
和泉中央

府県域【大阪】



自社
他社
連携

地域
連携

その
他

名称 乗車券種 発売期間 利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項

区分 企画乗車券

交通事業者
本社

所在地
主な運行エリア・主
な路線・周遊エリア

エリア／
府県

● 共通1日乗車券 1日フリーパス 通年発売 乗車当日 改札機に投入した1日が乗り降り自由 観光施設割引特典もあり（乗車当日に限り） 850円

地下鉄・ニュートラム各駅の券売機
市営交通案内コーナー（新大阪・梅田・天王寺）
駅構内売店
定期券発売所
市営交通アクセスガイド（なんば）
グッズセンターなんば

● ノーマイカーチケット 1日フリーパス 2010.7.17～ 毎月20日＆金曜日 乗車当日

ノーマイカーデー（20日）と毎週金曜日に地下鉄・ニュートラム・市バス1日
何回でも乗り降りOKチケット

※2011/4/29～5/8　ＧＷ特別キャンペーンあり

観光施設割引特典もあり（乗車当日に限り） 600円

地下鉄・ニュートラム各駅の券売機
市営交通案内コーナー（新大阪・梅田・天王寺）
駅構内売店
定期券発売所
市営交通アクセスガイド（なんば）
グッズセンターなんば

● 冬あそびきっぷ 3日フリーきっぷ 2010.12.1～2011.1.29
2010.12.1～
2011.1.31

利用期間中お好きな3日 大阪市営地下鉄、ニュートラム、バスの全線乗り放題×3日 指定観光施設割引特典あり 1900円

地下鉄全駅長室、グッズセンターなんば、
市営交通案内コーナー（新大阪・梅田・天王寺）、
市営交通アクセスガイド（なんば）、市営交通案内所（梅田）、
地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六丁目駅を除く）

● 大阪楽々きっぷ
空港リムジン+
1日フリー乗車券

2011.3.1～2012.3.31 購入日当日限り
空港→大阪駅周辺・なんば（ＯＣＡＴ）・上本町・あべの橋のいずれか1路線
＋大阪市営地下鉄・ニュートラム・バス全線が1日乗り放題

大阪市内の観光名所や施設にて提示割引特典
あり

1200円 大阪空港交通バス案内窓口

● ●
ひらパーGO！GO！チケット（大
阪市交通局版）

往復乗車券+入
園券

2011.3.12～2012.2.26 発売日当日

大阪市営地下鉄・ニュートラム・バス全線+
京阪（守口市駅⇔枚方公園駅）+京阪指定区間乗り降り自由
+ひらかたパーク入園

園内乗り物1日乗り放題フリーパス割引 1650円

地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六丁目駅を除く）
市営交通案内コーナー（新大阪・梅田・天王寺）
市営交通アクセスガイド（なんば）
グッズセンターなんば

● いい古都チケット 1日フリーきっぷ

春期
2011.3.12～2011.6. 5
秋期
2011.10. 1～
2011.12.25

発売期間中のお好きな1日

各沿線から京都までと京都市バス（定期観光バス除く）・地下鉄・京都バス
(一部路線を除く）が
1日乗り放題

※阪急阪神版・神戸高速版・能勢版・大阪市交通局版・神戸市営地下鉄
版・神戸電鉄版・山陽電鉄版（1・2）あり

京都市内主要観光地の優待特典クーポンが付
いたガイドマップ付

阪急阪神版　1600円
神戸高速版　1800円

能勢版　1900円
大阪市交通局版　2000円

神戸市営地下鉄版　2200円
神戸電鉄版　2500円

山陽明石以東版　2300円
山陽全線版　2800円

[阪急阪神版]阪急電鉄各駅（天神橋筋六丁目、神戸高速線を除く）、
阪神電車各駅（神戸高速線、大阪難波駅、係員不在時を除く）、阪神電車各駅長室
[神戸高速版]新開地、神戸高速、高速長田の各駅
[能勢版]能勢電鉄の平野・山下の各駅、川西能勢口ごあんないカウンター
[大阪市営地下鉄版]大阪市営地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六町目駅を除く）、市営交通案内コーナー（新大阪・梅田・天王寺）、
市営交通アクセスガイド（なんば）、グッズセンターなんば
[神戸市営地下鉄版]神戸市営地下鉄の各駅、駅売店ほか
[神戸電鉄版]神戸電鉄主要駅及び駅売店、神鉄グループ総合案内所ほか
[山陽電鉄版（明石以東）]西代、板宿、東須磨、須磨、垂水、明石の各駅・
板宿、垂水、明石の各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[山陽電鉄版（全線）]明石、東二見、高砂、大塩、飾磨、姫路、網干の各駅
明石、東二見、高砂、飾磨、姫路の各定期券発売所、ご案内センター（明石）

● 京都みやこびと1ｄａｙチケット 1日フリーきっぷ 2011.4.23～2011.7.3 発売期間中のお好きな1日
南海電鉄・泉北高速鉄道の各駅から、大阪市営地下鉄・京阪電鉄に乗って
京都まで！
有効区間内を自由に乗り降りできる便利でお得な1日フリー乗車券

京都エリアの指定優待施設で入館料・商品の
割引や拝観料団体扱い、記念品のプレゼントな
どの特典が受けられる「特典クーポン」付き

南海北部版　1400円
南海中部版　1850円
南海南部版　2300円
泉北高速版　1850円

[南海北部版]なんば～堺および汐見橋～中百舌鳥の各駅
[南海中部版]なんば～孝子、りんくうタウン、汐見橋～天見、高師浜線、多奈川線の各駅
[南海南部版]紀ノ川、和歌山市、和歌山港、関西空港、紀見峠～高野山、加太線の各駅
（いずれも無人の場合を除く）
[泉北高速版]各駅窓口および定期券うりば

● 鞍馬・祇園1ｄａｙチケット
1日フリー
パス

2011.4.1～2012.3.31 発売期間中のお好きな1日

大阪から京都洛北エリアを満喫できるお得なチケット

大阪市営地下鉄・ニュートラム・バス全線（フリー）
京阪守口市駅～祇園四条駅（往復）
叡山電鉄全線（フリー）

叡山電車沿線の施設を優待料金で
利用できる

1900円

大阪市営地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六丁目駅を除く）
市営交通案内コーナー（新大阪・梅田・天王寺）
市営交通アクセスガイド（なんば）
グッズセンターなんば

● 大阪出張きっぷ
往復乗車券+1日
乗車券

2011.4.1～2012.3.31 乗車日当日に限り有効
空港特急ラピート片道乗車券・特急券
関西空港駅→なんば駅
大阪市営地下鉄・ニュートラム・バス全線1日フリー乗車券

1500円 関西空港駅　窓口カウンター
英語版・中国語版・韓国語版あり
「ＹＯＫＯＳＯ！ＯＳＡＫＡ　ＴＩＣＫＥＴ」

● 大阪ぐるりんパス
往復ＪＲ券+観光
施設入場券+周
遊区間乗り放題

2011.3.18～2012.3.30 2011.4.1～2012.3.31 2日間

ＪＲ往復普通車指定席利用
ＵＳＪや大阪を代表する観光施設の入場または割引がセット
ＪＲ自由周遊区間（2日）大阪市営交通（1日）京阪電車中之島エリア（1日）
乗り放題

「ぐるりんパス」専用おトクな宿泊プランあり（別
途宿泊代要）

例）広島市内発着
19500円

電話、出発地周辺のJRの主な駅のみどりの窓口、または主な旅行会社 利用は2名以上

奈良斑鳩1dayチケット 1日乗車券 ～2012.3.31
～2012.4.30までの
お好きな1日

特急料金は含まず利用期間中1日間
各社局線の指定区間1日乗り放題
近鉄電車の指定区間1日乗り放題
奈良交通バスの指定区間1日乗り放題

約30箇所の社寺施設の優待券付き

阪急沿線から　2000円
阪神沿線から　1800円

大阪市交通局から　1600円
南海泉北沿線から　2000円

京都市営地下鉄から1600円
京阪沿線から　1500円

北大阪急行から　1700円
大阪モノレールから　2200円

神戸市営地下鉄から　2300円
神戸電鉄から　2500円
能勢沿線から　2300円

山陽沿線（明石より以東）から2400円
山陽沿線（全線）から

2700円

[阪急電鉄]梅田、十三、塚口、西宮北口、夙川、三宮、豊中、石橋、川西能勢口、宝塚、淡路、茨木市、高槻市、北千里の各サービスセン
ター
[阪神電車]阪神電車各駅（係員不在時を除く）
[大阪市交通局]地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六丁目を除く）、市営交通案内コーナー（新大阪・梅田・天王寺）、市営交通アクセス
ガイド（なんば）、グッズセンターなんば
[南海電鉄・泉北高速鉄道]南海電鉄各駅（関西空港駅、高野山駅など一部の駅を除く）、泉北高速鉄道各駅窓口および定期券うりば
[京都市交通局]市営地下鉄各駅、市バス・地下鉄案内所（交通局、京都駅前、京都駅地下街、北大路、烏丸御池駅）、定期券発売所（北大
路、四条、京都駅前、竹田、六地蔵、山科、三条京阪、二条）、地下鉄駅売店
[京阪電車]中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市、寝屋川市、香里園、枚方市、樟葉、中書島、丹波橋、祇園四条、三条、出町柳の各駅
[北大阪急行電鉄]千里中央、桃山台、緑地公園の各駅
[大阪モノレール]各駅改札窓口
[神戸市交通局]市営地下鉄各駅窓口・駅売店、サークルＫ西神中央駅店
[神戸電鉄]神戸電鉄主要駅、駅売店、神鉄グループ総合案内所、委託発売所
[能勢電鉄]平野駅、山下駅、川西能勢口ごあんないカウンター、平野駅コンビニ「リズミン」
[山陽電車（明石以東）]西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、板宿・垂水・明石の各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[山陽電車（全線）]明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、明石・東二見・高砂・飾磨・姫路の各定期券発売所、ご案内センター
（明石）

●

大阪市交通局 ①
大阪市

大阪市
大
阪
府

府県域【大阪】



自社
他社
連携

地域
連携

その
他

名称 乗車券種 発売期間 利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項

区分 企画乗車券

交通事業者
本社

所在地
主な運行エリア・主
な路線・周遊エリア

エリア／
府県

● 大阪出張きっぷ
往復乗車券+1日
乗車券

2011.4.1～2012.3.31 乗車日当日に限り有効
空港特急ラピート片道乗車券・特急券
関西空港駅→なんば駅
大阪市営地下鉄・ニュートラム・バス全線1日フリー乗車券

1500円 関西空港駅、空港総合サービスセンター
英語版・中国語版・韓国語版あり
「ＹＯＫＯＳＯ！ＯＳＡＫＡ　ＴＩＣＫＥＴ」

●
ようこそ大阪きっぷ
（大阪出張きっぷ海外版）

往復乗車券+1日
乗車券

1年中
（通年）

乗車日当日に限り有効
空港特急ラピート片道乗車券・特急券
関西空港駅→なんば駅
大阪市営地下鉄・ニュートラム・バス全線1日フリー乗車券

※大阪市交通局の1日フリー乗車券提示で大阪
市内の施設割引あり

海外代理店で発売した
クーポンと引換

関西空港駅　空港総合サービスセンター
パンフレット
英語版・中国語版・韓国語版あり

● ● のんびりおでかけけん
1日フリーパス＋
入場券

2010.7.16～
2011.12.31

有効期間内1日限り
「阪堺電車の全線1日フリー乗車券」と「通天閣の入場券」がセットになった
入場券付き乗車券

通天閣入場時、入場券と引換に通天閣グッズを
プレゼント
新世界エリアの協力施設等でご利用いただけ
る特典クーポン付き
「ビリケンさん」ペーパークラフト付き

800円

阪堺電車 ：「天王寺駅前・南霞町・我孫子道・浜寺駅前」の各乗車券発売所
「恵美須町・ 天王寺駅前・住吉公園」の各停留場
本社および運輸区（我孫子道）
通天閣 ：通天閣 2階チケット売り場

● てくてくきっぷ 1日フリーパス 有効期間内1日限り 全線（阪堺線・上町線）1日間のフリーパス 600円
天王寺駅前・南霞町・我孫子道・浜寺駅前の各乗車券発売所
恵美須町・ 天王寺駅前・住吉公園の各停留場
本社および運輸区（我孫子道）

● 堺都心1日フリー乗車券 1日フリーパス
阪堺電車（我孫子道～浜寺駅前）・堺市内指定区間の南海バスが1日乗り
放題

600円

我孫子道・浜寺駅前の各乗車券発売所
南海国際旅行（堺定期券発売所・堺東定期券発売所）
南海バス（堺営業所・東山営業所・泉北営業所・光明池営業所、堺東案内所、南海ウイングバス金岡）
堺観光コンベンション協会（堺東観光案内所・堺駅観光案内所・大仙公園観光案内所）

● ● 堺・住吉まん福チケット 1日フリーきっぷ 2011.3.19～　11.30 発売期間中のお好きな1日

大阪唯一のチン電「阪堺電車」全線と南海電車、南海バスの指定区間が1
日乗り放題

【南海版】
南海電鉄：なんば～浜寺公園、なんば～中百舌鳥、汐見橋～岸里玉出
阪堺電気軌道：全線、南海バス：堺市内指定区間
【阪神版】
阪神電車：全線（神戸高速線除く）＋南海版有効区間
【山陽明石以東版】
山陽電車：西代～明石駅間、神戸高速線：西代～阪神元町駅間、阪神電
車：全線
＋南海版有効区間
【山陽全線版】
山陽電車：全線、神戸高速線：西代～元町駅間、阪神電車：全線＋南海版
有効区間

利用日当日チケットの呈示で、指定された施
設・飲食店で特典あり
アンケート回答でプレゼントあり（抽選合計20名
様）

　　南海版　1000円
阪神版　1600円

山陽明石以東版　2200円
山陽全線版　2500円

[南海版]
南海電鉄：有効区間内各駅（無人の場合を除く）
阪堺電気軌道：天王寺駅前、南霞町、我孫子道、浜寺駅前の各乗車券発売所
※浜寺駅前乗車券発売所は日・祝日休業
南海バス：堺営業所、堺東案内所、金岡車庫、東山営業所
[阪神版]
阪神梅田・尼崎・甲子園・御影・三宮の各駅長室
[山陽明石以東版]
西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、板宿・垂水・明石の各定期券販売所、ご案内センター(明石）
[山陽全線版]
明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、明石・東二見・高砂・飾磨・姫路の確定危険発売

● 堺おもてなしチケット 1日フリーパス 2011.3.1～ 乗車日当日
阪堺電車(我孫子道～浜寺駅前間）と南海バス（堺市中心部の指定エリア）
が1日乗り放題優待ｓ

チケットの提示で優待施設にて各種特典あり 480円

阪堺電車：我孫子道、浜寺駅前の各乗車券発売所
南海バス：堺東案内所、堺駅バス定期券発売所、堺営業所
コンビニ：アンスリー（堺東店・堺店）
観光案内所：堺東観光案内所、堺駅観光案内所、大仙公園観光案内所
その他 ：堺ホテル協会加盟ホテル（一部除く）と堺区の一部ホテル（4月1日より発売予定）
※堺東観光案内所、堺駅バス定期発売所、浜寺駅前乗車券発売所は、日曜・祝日・年末年始は休業

● 能勢妙見・里山ぐるっとパス 1日フリーきっぷ 2011.3.19～2011.12.4 発売期間中のお好きな1日

大阪モノレール全線と、阪急電鉄・能勢電鉄・妙見ケーブル・妙見リフトおよ
び阪急バスの有効区間が1日乗り放題

　※阪急版あり

大阪モノレール版　1900円 大阪モノレール各駅改札窓口

1日フリーパス

春期：2011.4.1～6.30

秋期：2011.10.1～
11.30

各沿線から高野山までの1日乗り放題
南海りんかいバス乗り放題

※阪急版・阪神版・京阪版・近鉄版・大阪市交通局版・能勢版・山陽版・北
大阪急行版・大阪モノレール版

高野山内の施設拝観割引、お土産食事割引

阪急版　3000円
阪神版　2900円
京阪版　3000円
近鉄版　2980円

大阪市交通局版　2850円
能勢版　3300円

山陽①（明石より以東版）
3300円

山陽②（全線版）　3600円
北大阪急行版　2900円

大阪モノレール版　3150円
神戸高速版　3000円

[阪急版]梅田、十三、塚口、西宮北口、夙川、三宮、豊中、石橋、川西能勢口、宝塚、淡路、茨木市、高槻市、桂、河原町、北千里の各ご案
内カウンター
[阪神版]阪神電車各駅（大阪難波駅および係員不在時を除く）
[京阪版]中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市、寝屋川市、香里園、枚方市、樟葉、中書島、丹波橋、祇園四条、三条、出町柳の各駅
[近鉄版]大阪難波、近鉄日本橋、大阪上本町、鶴橋、布施、長瀬、近鉄八尾、河内山本、河内国分、五位堂、大和高田、大和八木、桜井、
榛原、河内小阪、八戸ノ里、河内花園、瓢箪山、生駒、東生駒、富雄、学園前、大和西大寺、近鉄奈良、高の原、近鉄郡山、天理、王寺、大
阪阿部野橋、矢田、河内天美、河内松原、藤井寺、古市、尺土、高田市、橿原神宮前、飛鳥、壺阪山、喜志、富田林、河内長野、近鉄御所
の各駅
[大阪市交通局版]地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六丁目を除く）、市営交通案内コーナー（新大阪・梅田・天王寺）、市営交通アクセ
スガイド（なんば）、グッズセンターなんば
[能勢版]川西能勢口ごあんないカウンター・平野駅・山下駅・平野駅コンビニ「リズミン」
[山陽①]西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、板宿・垂水・明石の各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[山陽②]明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、明石・東二見・高砂・飾磨・姫路の各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[北大阪急行版]千里中央・桃山台・緑地公園の各駅
[大阪モノレール版]大阪モノレール各駅
[神戸高速版]高速神戸・新開地・高速長田の各駅

発売期間中のお好きな1日●

大阪市交通局②
大阪市

大阪市

阪堺電気軌道（株） 大阪市～堺市
大阪市
住吉区

高野山1dayチケット

大
阪
府

府県域【大阪】



自社
他社
連携

地域
連携

その
他

名称 乗車券種 発売期間 利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項

区分 企画乗車券

交通事業者
本社

所在地
主な運行エリア・主
な路線・周遊エリア

エリア／
府県

●
鞍馬・祇園1ｄａｙチケット
（大阪モノレール版）

1日フリー
パス

2011.4.1～2012.3.31 発売期間中のお好きな1日

大阪から京都洛北エリアを満喫できるお得なチケット
大阪モノレール全線（フリー）
京阪門真市駅～祇園四条駅（往復）　祇園四条駅～出町柳駅（フリー）
叡山電鉄全線（フリー）

叡山電車沿線の施設を優待料金で
利用できる

1900円 大阪モノレールの各駅

●
北急・モノレール京都おでかけ
きっぷ

1日フリーパス 2010.4.29～12.26 発売期間中のお好きな1日
北急・大阪モノレール全線と阪急宝塚線・京都線（箕面、千里、嵐山の各支
線を含む）が一日乗り放題のきっぷ

京都嵐山や千里中央での施設優待券 1100円

[阪急電鉄]梅田・十三・豊中・石橋・川西能勢口・宝塚・淡路・北千里・茨木市・高槻市・桂・
河原町の各サービスセンター、梅田駅インフォメーションギャラリー
[北大阪急行]各駅
[大阪モノレール]各駅

1日フリーパス

大阪府
豊中市

● 高野山1dayチケット

[阪急版]梅田、十三、塚口、西宮北口、夙川、三宮、豊中、石橋、川西能勢口、宝塚、淡路、茨木市、高槻市、桂、河原町、北千里の各ご案
内カウンター
[阪神版]阪神電車各駅（大阪難波駅および係員不在時を除く）
[京阪版]中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市、寝屋川市、香里園、枚方市、樟葉、中書島、丹波橋、祇園四条、三条、出町柳の各駅
[近鉄版]大阪難波、近鉄日本橋、大阪上本町、鶴橋、布施、長瀬、近鉄八尾、河内山本、河内国分、五位堂、大和高田、大和八木、桜井、
榛原、河内小阪、八戸ノ里、河内花園、瓢箪山、生駒、東生駒、富雄、学園前、大和西大寺、近鉄奈良、高の原、近鉄郡山、天理、王寺、大
阪阿部野橋、矢田、河内天美、河内松原、藤井寺、古市、尺土、高田市、橿原神宮前、飛鳥、壺阪山、喜志、富田林、河内長野、近鉄御所
の各駅
[大阪市交通局版]地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六丁目を除く）、市営交通案内コーナー（新大阪・梅田・天王寺）、市営交通アクセ
スガイド（なんば）、グッズセンターなんば
[能勢版]川西能勢口ごあんないカウンター・平野駅・山下駅・平野駅コンビニ「リズミン」
[山陽①]西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、板宿・垂水・明石の各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[山陽②]明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、明石・東二見・高砂・飾磨・姫路の各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[北大阪急行版]千里中央・桃山台・緑地公園の各駅
[大阪モノレール版]大阪モノレール各駅
[神戸高速版]高速神戸・新開地・高速長田の各駅

発売期間中のお好きな1日

各沿線から高野山までの1日乗り放題
南海りんかいバス乗り放題

※阪急版・阪神版・京阪版・近鉄版・大阪市交通局版・能勢版・山陽版・北
大阪急行版・大阪モノレール版

阪急版　3000円
阪神版　2900円
京阪版　3000円
近鉄版　2980円

大阪市交通局版　2850円
能勢版　3300円

山陽①（明石より以東版）
3300円

山陽②（全線版）　3600円
北大阪急行版　2900円

大阪モノレール版　3150円
神戸高速版　3000円

高野山内の施設拝観割引、お土産食事割引

奈良・斑鳩1dayチケット 2011.4.1～2012.3.311日乗車券

春期：2011.4.1～6.30

秋期：2011.10.1～
11.30

特急料金は含まず●

阪急沿線から　2000円
阪神沿線から　1800円

神戸高速沿線から　2000円
大阪市交通局から　1600円
南海泉北沿線から　2000円

京都市営地下鉄から1600円
京阪沿線から　1500円

北大阪急行から　1700円
大阪モノレールから　2200円

神戸市営地下鉄から　2300円
神戸電鉄から　2500円
能勢沿線から　2300円

山陽沿線（明石より以東）から2400円
山陽沿線（全線）から

2700円

2011.4.1～2012.4.30
までのお好きな1日

[阪急電鉄]梅田、十三、塚口、西宮北口、夙川、三宮、豊中、石橋、川西能勢口、宝塚、淡路、茨木市、高槻市、北千里の各ごあんないセン
ター
[阪神電車]阪神電車各駅（係員不在時を除く）
［神戸高速］高速神戸・新開地・高速長田の各駅
[大阪市交通局]地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六丁目を除く）、市営交通案内コーナー（新大阪・梅田・天王寺）、市営交通アクセス
ガイド（なんば）、グッズセンターなんば
[南海電鉄・泉北高速鉄道]南海電鉄各駅（関西空港駅、高野山駅など一部の駅を除く）、泉北高速鉄道各駅窓口および定期券うりば
[京都市交通局]市営地下鉄各駅、市バス・地下鉄案内所（交通局、京都駅前、京都駅地下街、北大路、烏丸御池駅）、定期券発売所（北大
路、四条、京都駅前、竹田、六地蔵、山科、三条京阪、二条）、地下鉄駅売店
[京阪電車]中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市、寝屋川市、香里園、枚方市、樟葉、中書島、丹波橋、祇園四条、三条、出町柳の各駅
[北大阪急行電鉄]千里中央、桃山台、緑地公園の各駅
[大阪モノレール]各駅改札窓口
[神戸市交通局]市営地下鉄各駅窓口・駅売店、サークルＫ西神中央駅店
[神戸電鉄]神戸電鉄主要駅、駅売店、神鉄グループ総合案内所、委託発売所
[能勢電鉄]平野駅、山下駅、川西能勢口ごあんないカウンター、平野駅コンビニ「リズミン」
[山陽電車（明石以東）]西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、板宿・垂水・明石の各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[山陽電車（全線）]明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、明石・東二見・高砂・飾磨・姫路の各定期券発売所、ご案内センター
（明石）

利用期間中1日間
各社局線の指定区間1日乗り放題
近鉄電車の指定区間1日乗り放題
奈良交通バスの指定区間1日乗り放題

大阪高速鉄道（株）
大阪モノレール
線・彩都線

大
阪
府

府県域【大阪】



観光来訪者に向けた企画乗車券の商品造成・広報のあり方に関する調査　基礎資料　①鉄道 府県域（京都）

自社
他社
連携

地域
連携

その
他

名称 乗車券種 発売期間 利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項

● 市営地下鉄1dayフリーチケット 1日フリーパス 通年発売 ご利用日1日 京都市営地下鉄全線が1日間乗り降り自由となるカード乗車券

地下鉄沿線の主要観光施設である二条
城，京都文化博物館，京都市動物園，
京都市美術館，無鄰菴及び京都国際マ
ンガミュージアム及び弥栄会館に優待
割引料金。（ただし，京都文化博物館，
京都市美術館については，展覧会によ
り優待割引利用不可

600円
地下鉄各駅窓口
市バス・地下鉄案内所，定期券発売所，地下鉄駅売店

● 京都観光1日乗車券 1日フリーパス 通年発売 利用日1日
京都市バス全線（定期観光路線を除く），市営地下鉄全線，京都
バス（一部路線を除く）に1日何回でも乗車可

1200円

● 京都観光2日乗車券 2日間フリーパス 通年発売
利用開始日よ
り連続2日

京都市バス全線（定期観光路線を除く），市営地下鉄全線，京都
バス（一部路線を除く）に利用開始日より連続2日間何回でも乗
車可

2000円

●
京都観光1日乗車券
（山科・醍醐拡大版）

1日フリーパス
2011.4.1～
2012.3.31

発売期間中の
お好きな1日

「京都観光一日乗車券」の有効区間に京阪バスの山科営業所管
内の路線を加えたワイドな有効区間が魅力の乗車券

乗車券の提示により山科エリアの4つの
寺院で拝観料の優待
優待クーポン付きのガイドマップ付

1300円

交通局：市バス・地下鉄案内所（サンサ右京，北大路駅，京都駅前，京都駅地下
街，烏丸御池駅），定期券発売所（北大路駅，四条駅，京都駅前，竹田駅，二条
駅，三条京阪駅，山科駅，六地蔵駅）
京阪バス：山科駅案内所

● 京都地下鉄・嵐電1ｄａｙチケット 1日フリーパス
2011.4.1～
2012.3.31

2011.4.1～
2012.4.30の
お好きな1日

利用期間内の
お好きな1日

京都市営地下鉄全線と嵐電（京福電車）全線が1日乗り放題 1000円

地下鉄各駅窓口（駅務室又は有人改札口）
市バス・地下鉄案内所（交通局・京都駅前・京都駅地下街・北大路駅・烏丸御池
駅）
定期券発売所（北大路・四条・京都駅前・竹田・三条京阪・六地蔵・山科・二条
駅）
地下鉄駅売店ほか
嵐電（京福電車）各駅（四条大宮，嵐山，北野白梅町，帷子ノ辻）

● ●
京都地下鉄・京阪大津線1day
チケット

1日乗車券
2011.4.1～
2012.3.31

2011.4.1～
2012.4.30

利用期間中の
お好きな1日

京都市営地下鉄烏丸線＆東西線、京阪電車京津線、石山坂本
線を1日乗り放題

「大津市浜大津公共駐車場」または「明
日都浜大津駐車場」の
1日駐車券を500円で購入可能
（通常料金は30分ごとに150円※最初の
30分は無料)

1000円

[京阪電車]京阪線 三条駅・大津線 大津線各駅（御陵､ 大谷､ 南滋賀､ 滋賀里､
穴太､
 松ノ馬場の各駅は除く）の駅係員配置時間内
[京都市交通局] 地下鉄烏丸線・東西線各駅窓口
市バス・地下鉄案内所（ 交通局、 北大路駅、 烏丸御池駅、 京都駅前、 京都駅
地下街）
定期券発売所（ 四条駅、 竹田駅、 二条駅、 三条京阪駅、 山科駅、 六地蔵駅）
[その他] 琵琶湖ホテル、京都タワーホテル、京都国際ホテル

有効区間
［京阪電車］大津線全線（御陵駅～浜大
津駅､石山寺駅～坂本駅）
［京都市営地下鉄］全線（太秦天神川駅
～六地蔵駅、国際会館駅～竹田駅）
※京阪本線・鴨東線、中之島線、交野
線、宇治線、男山ケーブル、京都市バス、
JR線、近鉄電車は利用できません

●
京都修学旅行1day
チケット（修学旅行用）

1日フリーパス 通年発売 ご利用日1日
学校単位で発売する，修学旅行専用の便利でお得なチケット
京都市バス全線（定期観光路線を除く），市営地下鉄全線，京都
バス（一部路線を除く）に1日何回でも乗車可

約230箇所の寺院・神社，施設等におい
て「京都修学旅行パスポート」の優待を
うけることができる

900円
（修学旅行生）

京都市・京都観光推進協議会が運営するホームページ
「きょうと修学旅行ナビ」で受付

●
京都コンベンションパス
（会議参加者用）
市バス・地下鉄共通

フリーパス 通年発売
会議開催日を
除く前後3日間
の範囲

国際会議観光都市・京都のコンベンション誘致の機能強化の取
組を進めるに当たり，京都で開催されるコンベンションを対象とし
て，その主催者に対して発売する，地下鉄全線（定期観光バスを
除く）が利用できるコンベンション参加者用の乗車券

最初の5日間1日あたり　700円

6日目以後，1日増すごとに
1日あたり　600円

京都文化交流コンベンションビューローを通じて申込み 最低購入枚数100枚以上

●
京都コンベンションパス
（会議参加者用）
地下鉄専用

フリーパス 通年発売
会議開催日を
除く前後3日間
の範囲

国際会議観光都市・京都のコンベンション誘致の機能強化の取
組を進めるに当たり，京都で開催されるコンベンションを対象とし
て，その主催者に対して発売する，地下鉄全線（定期観光バスを
除く）が利用できるコンベンション参加者用の乗車券

最初の5日間1日あたり　500円

6日目以後，1日増すごとに
1日あたり　400円

京都文化交流コンベンションビューローを通じて申込み 最低購入枚数100枚以上

● 京の遊々きっぷ

京都までのＪＲ新
幹線往復+京都1
日フリーパス引
換券セット

通年発売
※ただし、4/27
～5/6、8/11～
20、12/28～1/6
は利用不可

ご利用日から4
日間のうちお
好きな1日

発駅から京都駅までの東海道新幹線の往復チケットと「京都観
光一日乗車券」がセットになったお得なきっぷ

※京都市交通局では販売してません

例）東京（都区内）発着
　　　　　　　　　　　　　　27,100

円
JR東海，JR東日本（首都圏エリア）の「みどりの窓口」など

● 地下鉄＆比叡山きっぷ
2011.4.18～
2011.12.4

発売期間中の
お好きな1日

京都市内から地下鉄とバス、「ケーブルカー」、「ロープウェイ」を
乗り継いで、比叡山へのお出かけが便利でお得な乗車券

「比叡山延暦寺」の巡拝優待券や、比叡
山頂の「ガーデンミュージアム比叡」入
園割引券、比叡山一帯の見どころが満
載のリーフレット付き

2000円
交通局：市バス・地下鉄案内所（交通局，京都駅前，京都駅地下街，北大路駅，
烏丸御池駅），定期券発売所（北大路駅，四条駅，京都駅前，竹田駅，
二条駅，三条京阪駅，山科駅，六地蔵駅）

エリア
／府県

企画乗車券

交通事業者
本社

所在地

主な運行エリア・
主な路線・周遊エ

リア

区分

・地下鉄駅券売機，市バス営業所，市バス・地下鉄案内所，定期券発売所
・京都バスの営業所（嵐山・高野），案内所（出町柳）
・市内特約ホテル，旅館，店舗
・京都館（東京）
＜クーポン発売＞JTB，日本旅行，近畿日本ツーリスト等の大手旅行代理店で
は，地下鉄各駅，市バス・地下鉄案内所等で乗車券に引き換えて利用クーポン
券を発売

優待特典付きのガイドマップ付

京都市
京
都
府

京都市交通局
京都市

府県域【京都】



自社
他社
連携

地域
連携

その
他

名称 乗車券種 発売期間 利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項
エリア
／府県

企画乗車券

交通事業者
本社

所在地

主な運行エリア・
主な路線・周遊エ

リア

区分

● ● いい古都チケット 1日フリーきっぷ

春期
2011.3.12～
2011.6. 5
秋期
2011.10. 1～
2011.12.25

発売期間中の
お好きな1日

各沿線から京都までと京都市バス（定期観光バス除く）・地下鉄・
京都バス(一部路線を除く）が
1日乗り放題

※阪急阪神版・神戸高速版・能勢版・大阪市交通局版・神戸市営
地下鉄版・神戸電鉄版・山陽電鉄版（1・2）あり

京都市内主要観光地の優待特典クーポ
ンが付いたガイドマップ付

阪急阪神版　1600円
神戸高速版　1800円

能勢版　1900円
大阪市交通局版　2000円

神戸市営地下鉄版　2200円
神戸電鉄版　2500円

山陽明石以東版　2300円
山陽全線版　2800円

[阪急阪神版]阪急電鉄各駅（天神橋筋六丁目、神戸高速線を除く）、
阪神電車各駅（神戸高速線、大阪難波駅、係員不在時を除く）、阪神電車各駅
長室
[神戸高速版]新開地、神戸高速、高速長田の各駅
[能勢版]能勢電鉄の平野・山下の各駅、川西能勢口ごあんないカウンター
[大阪市営地下鉄版]大阪市営地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六町目駅
を除く）、市営交通案内コーナー（新大阪・梅田・天王寺）、市営交通アクセスガイ
ド（なんば）、グッズセンターなんば
[神戸市営地下鉄版]神戸市営地下鉄の各駅、駅売店ほか
[神戸電鉄版]神戸電鉄主要駅及び駅売店、神鉄グループ総合案内所ほか
[山陽電鉄版（明石以東）]西代、板宿、東須磨、須磨、垂水、明石の各駅・
板宿、垂水、明石の各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[山陽電鉄版（全線）]明石、東二見、高砂、大塩、飾磨、姫路、網干の各駅
明石、東二見、高砂、飾磨、姫路の各定期券発売所、ご案内センター（明石）

● ● 京阪みやこ漫遊チケット １日乗車券
2011.3.5～6.5
2011.10.1～
12.25

発売期間中の
お好きな1日

京阪電車、京都市営地下鉄・バス、京都バスの有効区間が
1日乗り放題

京都観光ガイドマップ付
チケット呈示で、琵琶湖汽船「ミシガンク
ルーズ」を優待料金で利用可

1600円
中之島、 淀屋橋、 天満橋、 京橋、 守口市、 寝屋川市、 香里園、 枚方市、 樟
葉、 中書島、 丹波橋、 東福寺、 七条、 祇園四条、 三条、 出町柳、 京阪山
科、 四宮、 浜大津の各駅

有効区間
［京阪電車］京阪線、男山ケーブル、
京津線（御陵駅～浜大津駅）
［京都市営地下鉄］ 全線（烏丸線・東西
線）
［京都市バス］ 全線（定期観光バスを除
く）
［京都バス］ 京都市内均一制区間路線、
嵐山・大原地区（大原、岩倉村松、岩倉実
相院、一条山、京都産業大学前、柊野別
れ、高雄、清滝、苔寺・すず虫寺を限度と
する範囲内）の路線　（比叡山線、季節運
行路線を除く）

● 京めぐり① 1日フリーきっぷ
2011.1.11～
2011.12.25

発売期間中お
好きな1日

近鉄・地下鉄・市バス・京都バスの1日フリーきっぷ
※ フリー区間は下記
近鉄線： 生駒～近鉄奈良、京都～筒井
京都市交通局： 地下鉄、バス全線(定期観光路線を除く）
京都バス： 全線（比叡山線・大原鞍馬線・大原以遠・一条山以
遠・京都産業大学以遠・その他季節運行路線を除く）

京都市内観光地の優待クーポンがつい
たガイドマップ付き

1800円
生駒、東生駒、富雄、学園前、大和西大寺、新大宮、近鉄奈良、京都、近鉄丹
波橋、向島、大久保、新田辺、興戸、高の原、近鉄郡山

特急料金は含まず

● 京めぐり② 1日フリーきっぷ
2011.1.11～
2011.12.25

発売期間中お
好きな1日

近鉄・地下鉄・市バス・京都バスの1日フリーきっぷ
※ フリー区間は下記
近鉄線： 生駒～近鉄奈良、京都～橿原神宮前、平端～天理、関
屋～三本松、二上山～壺阪山、生駒～学研奈良登美ヶ丘、生駒
～王寺、尺土～近鉄御所
京都市交通局： 地下鉄、バス全線(定期観光路線を除く）
京都バス： 全線（比叡山線・大原鞍馬線・大原以遠・一条山以
遠・京都産業大学以遠・その他季節運行路線を除く）

京都市内観光地の優待クーポンがつい
たガイドマップ付き

2100円
五位堂、大和高田、大和八木、桜井、榛原、生駒、京都、近鉄丹波橋、田原本、
天理、王寺、尺土、高田市、橿原神宮前、飛鳥、壺阪山、近鉄御所 特急料金は含まず

●
京めぐり②と往復割引乗車券
セット

往復乗車券+1日
フリーきっぷ

2011.1.11～
2011.12.25

発売期間中お
好きな1日

近鉄・地下鉄・市バス・京都バスの1日フリーきっぷ+往復乗車券
割引
※ フリー区間は下記
近鉄線： 生駒～近鉄奈良、京都～橿原神宮前、平端～天理、関
屋～三本松、二上山～壺阪山、生駒～学研奈良登美ヶ丘、生駒
～王寺、尺土～近鉄御所
京都市交通局： 地下鉄、バス全線(定期観光路線を除く）
京都バス： 全線（比叡山線・大原鞍馬線・大原以遠・一条山以
遠・京都産業大学以遠・その他季節運行路線を除く）

京都市内観光地の優待クーポンがつい
たガイドマップ付き

例）「近鉄名古屋駅」発
5060円

近鉄名古屋、近鉄蟹江、桑名、近鉄富田、近鉄四日市、伊勢若松、白子、津、
伊勢中川、松阪、明星、伊勢市、宇治山田、五十鈴川、鳥羽、志摩磯部、鵜方、
賢島、湯の山温泉、名張、桔梗が丘、伊賀神戸

発駅：近鉄名古屋、近鉄蟹江、近鉄弥
富、桑名、近鉄富田、近鉄四日市、塩浜、
伊勢若松、白子、津、津新町、久居、伊勢
中川、松阪、明星、伊勢市、宇治山田、五
十鈴川、鳥羽、志摩磯部、鵜方、賢島、湯
の山温泉、名張、桔梗が丘、伊賀神戸

[阪急電鉄]梅田、十三、塚口、西宮北口、夙川、三宮、豊中、石橋、川西能勢
口、宝塚、淡路、茨木市、高槻市、北千里の各サービスセンター
[阪神電車]阪神電車各駅（係員不在時および大阪難波駅を除く）
[大阪市交通局]地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六丁目を除く）、市営交
通案内コーナー（新大阪・梅田・天王寺）、市営交通アクセスガイド（なんば）、
グッズセンターなんば
[南海電鉄・泉北高速鉄道]南海電鉄各駅（関西空港駅、高野山駅など一部の駅
を除く）、泉北高速鉄道各駅窓口および定期券うりば
[京都市交通局]市営地下鉄各駅、市バス・地下鉄案内所（交通局、京都駅前、
京都駅地下街、北大路、烏丸御池駅）、定期券発売所（北大路、四条、京都駅
前、竹田、六地蔵、山科、三条京阪、二条）、地下鉄駅売店
[京阪電車]中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市、寝屋川市、香里園、枚方
市、樟葉、中書島、丹波橋、祇園四条、三条、出町柳の各駅
[北大阪急行電鉄]千里中央、桃山台、緑地公園の各駅
[大阪モノレール]各駅改札窓口
[神戸市交通局]市営地下鉄各駅窓口・駅売店、サークルＫ西神中央駅店
[神戸電鉄]神戸電鉄主要駅、駅売店、神鉄グループ総合案内所、委託発売所
[能勢電鉄]平野駅、山下駅、川西能勢口ごあんないカウンター、平野駅コンビニ
「リズミン」
[山陽電車（明石以東）]西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、板宿・垂
水・明石の各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[山陽電車（全線）]明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、明石・東
二見・高砂・飾磨・姫路の各定期券発売所、ご案内センター（明石）

● 特急料金は含まず奈良斑鳩1dayチケット 1日フリーパス ～2012.3.31
～2012.4.30
までのお好
きな1日

利用期間中1
日間

各社局線の指定区間1日乗り放題
近鉄電車の指定区間1日乗り放題
奈良交通バスの指定区間1日乗り放題

約30箇所の社寺施設の優待券付き

阪急沿線から　2000円
阪神沿線から　1800円

大阪市交通局から　1600円
南海泉北沿線から　2000円

京都市営地下鉄から1600円
京阪沿線から　1500円

北大阪急行から　1700円
大阪モノレールから　2200円

神戸市営地下鉄から　2300円
神戸電鉄から　2500円
能勢沿線から　2300円

山陽沿線（明石より以東）から
2400円

山陽沿線（全線）から
2700円

京
都
府

京都市交通局
京都市

京都市

府県域【京都】



自社
他社
連携

地域
連携

その
他

名称 乗車券種 発売期間 利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項
エリア
／府県

企画乗車券

交通事業者
本社

所在地

主な運行エリア・
主な路線・周遊エ

リア

区分

● ●
京都嵐山・びわ湖大津1dayチ
ケット

1日乗車券
2011.4.1～
2012.3.31

2011.4.1～
2012.4.30

利用期間中の
お好きな1日

京都市営地下鉄・嵐電・京阪電車大津線が1日乗り放題

「大津市浜大津公共駐車場」または「明
日都浜大津駐車場」の
1日駐車券を500円で購入可能
（通常料金は30分ごとに150円※最初の
30分は無料)

1400円

［京阪電車］京阪線 三条駅・大津線  大津線各駅（御陵､ 大谷､ 南滋賀､ 滋賀
里､ 穴太､
 松ノ馬場の各駅は除く）の駅係員配置時間内
［京都市交通局］地下鉄烏丸線・東西線各駅窓口
市バス・地下鉄案内所（ 交通局、 北大路駅、 烏丸御池駅、 京都駅前、 京都駅
地下街）
定期券発売所（ 四条駅、 竹田駅、 二条駅、 三条京阪駅、 山科駅、 六地蔵駅）
［嵐電（京福電車）］四条大宮駅、嵐山駅、北野白梅町駅、帷子ノ辻駅
［その他］琵琶湖ホテル、 京都タワーホテル、 京都国際ホテル

有効区間
［京阪電車］大津線全線（御陵駅～浜大
津駅、石山寺駅～坂本駅）
［京都市営地下鉄］全線（太秦天神川駅
～六地蔵駅、国際会館駅～竹田駅）
［嵐電（京福電車）］嵐山本線・北野線全
線
※京阪本線・鴨東線、中之島線、交野
線、宇治線、男山ケーブル、京都市バス、
JR線、近鉄電車、阪急電車は利用できま
せん

● ●
京都地下鉄・京阪大津線1day
チケット

1日乗車券
2011.4.1～
2012.3.31

2011.4.1～
2012.4.30

利用期間中の
お好きな1日

京都市営地下鉄烏丸線＆東西線、京阪電車京津線、石山坂本
線を1日乗り放題

「大津市浜大津公共駐車場」または「明
日都浜大津駐車場」の
1日駐車券を500円で購入可能
（通常料金は30分ごとに150円※最初の
30分は無料)

1000円

[京阪電車]京阪線 三条駅・大津線 大津線各駅（御陵､ 大谷､ 南滋賀､ 滋賀里､
穴太､
 松ノ馬場の各駅は除く）の駅係員配置時間内
[京都市交通局] 地下鉄烏丸線・東西線各駅窓口
市バス・地下鉄案内所（ 交通局、 北大路駅、 烏丸御池駅、 京都駅前、 京都駅
地下街）
定期券発売所（ 四条駅、 竹田駅、 二条駅、 三条京阪駅、 山科駅、 六地蔵駅）
[その他] 琵琶湖ホテル、京都タワーホテル、京都国際ホテル

有効区間
［京阪電車］大津線全線（御陵駅～浜大
津駅､石山寺駅～坂本駅）
［京都市営地下鉄］全線（太秦天神川駅
～六地蔵駅、国際会館駅～竹田駅）
※京阪本線・鴨東線、中之島線、交野
線、宇治線、男山ケーブル、京都市バス、
JR線、近鉄電車は利用できません

● 嵐電1日フリーきっぷ 1日フりーパス 嵐電の嵐山本線と北野線が1日乗り放題
｢足湯」のほか、約30施設の神社や観光
施設での特典

500円
四条大宮、帷子ノ辻、嵐山、北野白梅町の主要4駅
※一部ホテルでも取り扱いあり

● 癒しの嵐電1日フリーきっぷ 1日フリーパス
特別公開時に発
売
（春季・秋季）

天龍寺の塔頭・宝厳院の庭園拝観券と本堂参拝券がセットに
なった嵐電1日フリーきっぷ

1300円 四条大宮、帷子ノ辻、嵐山、北野白梅町の主要4駅

● 嵐山1dayチケット 1日フリーパス
2011.2.1～
2011.12.23

発売期間中の
お好きな1日

京阪電車と嵐電（京福電車）が1日乗り放題 沿線施設の特典付、嵐山エリアマップ付 1400円
中之島、 淀屋橋、 天満橋、 京橋、 守口市、 寝屋川市、 香里園、 枚方市、 樟
葉、 中書島、 丹波橋、 祇園四条、 三条、 出町柳 の各駅

有効区間
［京阪電車］全線（男山ケーブル、大津線
を除く）
［阪急電鉄］ 河原町駅～桂駅、桂駅～嵐
山駅
［嵐電（京福電車）］ 嵐山本線・北野線 全
線（ケーブル線、ロープウェイを除く）

● 京都地下鉄・嵐電1ｄａｙチケット 1日フリーパス
2011.4.1～
2012.3.31

2011.4.1～
2012.4.30の
お好きな1日

利用期間内の
お好きな1日

京都市営地下鉄全線と嵐電（京福電車）全線が1日乗り放題 1000円

地下鉄各駅窓口（駅務室又は有人改札口）
市バス・地下鉄案内所（交通局・京都駅前・京都駅地下街・北大路駅・烏丸御池
駅）
定期券発売所（北大路・四条・京都駅前・竹田・三条京阪・六地蔵・山科・二条
駅）
地下鉄駅売店ほか
嵐電（京福電車）各駅（四条大宮，嵐山，北野白梅町，帷子ノ辻）

● ●
京都嵐山・びわ湖大津1dayチ
ケット

1日乗車券
2011.4.1～
2012.3.31

2011.4.1～
2012.4.30

利用期間中の
お好きな1日

京都市営地下鉄・嵐電・京阪電車大津線が1日乗り放題

「大津市浜大津公共駐車場」または「明
日都浜大津駐車場」の
1日駐車券を500円で購入可能
（通常料金は30分ごとに150円※最初の
30分は無料)

1400円

［京阪電車］京阪線 三条駅・大津線  大津線各駅（御陵､ 大谷､ 南滋賀､ 滋賀
里､ 穴太､
 松ノ馬場の各駅は除く）の駅係員配置時間内
［京都市交通局］地下鉄烏丸線・東西線各駅窓口
市バス・地下鉄案内所（ 交通局、 北大路駅、 烏丸御池駅、 京都駅前、 京都駅
地下街）
定期券発売所（ 四条駅、 竹田駅、 二条駅、 三条京阪駅、 山科駅、 六地蔵駅）
［嵐電（京福電車）］四条大宮駅、嵐山駅、北野白梅町駅、帷子ノ辻駅
［その他］琵琶湖ホテル、 京都タワーホテル、 京都国際ホテル

有効区間
［京阪電車］大津線全線（御陵駅～浜大
津駅、石山寺駅～坂本駅）
［京都市営地下鉄］全線（太秦天神川駅
～六地蔵駅、国際会館駅～竹田駅）
［嵐電（京福電車）］嵐山本線・北野線全
線
※京阪本線・鴨東線、中之島線、交野
線、宇治線、男山ケーブル、京都市バス、
JR線、近鉄電車、阪急電車は利用できま
せん

京
都
府

京福電気鉄道（株)
京都市、嵐山本
線・北野線

京都フリーパス

京都市
中京区

京都市

発売期間中の
お好きな1日

１日乗車券
2010.12.11～
2011.3.23

約170施設のお得な優待付、京都観光
マップ付

2000円

京都市内の主な電車・バスが1日乗り降り自由
（JR西日本線は除く）

※2日フリー版は、ＪＲ西日本の企画乗車券である「京都観光フ
リーきっぷ」又は「のぞみ＆京都観光フリーきっぷ」としてＪＲで発
売

［京阪電車］ 三条駅インフォステーション
 
［その他］ 京都市交通局案内所［京都駅前、京都駅地下街、北大路、烏丸御池
駅、
交通局（太秦天神川）］
阪急電鉄河原町駅・桂駅サービスセンター
西日本JRバス京都バスチケットセンター

有効区間
[鉄　　道］
京阪電車： 出町柳駅～中書島駅
京都市営地下鉄： 全線
叡山電車： 全線
近鉄電車： 京都駅～向島駅
嵐電(京福電車)： 全線　※叡山ケーブル・
ロープウェイを除く
阪急電鉄： 河原町駅～洛西口駅、桂駅～
嵐山駅
［バ　　ス］
京都市バス： 全線※定期観光バスを除く
京都バス： 京都市内均一区間、岩倉・大
原・嵐山地区、鞍馬温泉以南
※比叡山線・季節運行路線(嵐山高尾線)
を除く
京阪京都交通： 京都市内～沓掛西口 ※
原・神吉線を除く
京阪シティバス： 中書島・淀地域
京阪バス：山科・醍醐・中書島地域全線
※京都比叡山線・京都比叡平線・ダイレク
トエキスプレス直Ｑ京都・定期観光バスを
除く
西日本ＪＲバス：京都駅～栂ノ尾間
阪急バス：向日営業所全線
ヤサカバス：全線　※醍醐コミュニティバ
スを除く

● ● ●

京都市交通局
京都市

府県域【京都】



自社
他社
連携

地域
連携

その
他

名称 乗車券種 発売期間 利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項
エリア
／府県

企画乗車券

交通事業者
本社

所在地

主な運行エリア・
主な路線・周遊エ

リア

区分

●
叡電1日乗車券
「えぇきっぷ」

1日フリーパス 通年発売
乗車当日限り1
日有効

叡山電車全線（出町柳～八瀬比叡山口・鞍馬間）が１日フリー
沿線の社寺や食事処、土産物屋など約
４０施設で割引やプレゼントなど、優待
特典

1000円
叡電：出町柳駅インフォメーション、修学院駅事務所、鞍馬駅（１０：００頃～１６：
００頃）

●
鞍馬・貴船
散策チケット

往復乗車券＋
入館料

通年発売
乗車当日限り1
日有効

叡山電車往復乗車券、鞍馬寺愛山費、くらま温泉露天風呂入浴
券のセット

沿線3店舗での優待 1700円 叡電：出町柳駅インフォメーション

● 叡電きららチケット
往復乗車券＋
入館料

通年発売
乗車当日限り1
日有効

叡山電車往復乗車券、詩仙堂拝観券、京菓子処一乗谷中谷で
のお茶券のセット

沿線店舗での優待 1500円 叡電：出町柳駅インフォメーション

● 比叡山延暦寺入山きっぷ
往復乗車券+バ
ス+入館料

2011.3.19～
2011.12.4

乗車当日限り1
日有効

叡山電車（出町柳～八瀬比叡山口駅間）往復乗車券、ケーブル・
ロープウェイ、比叡山内シャトルバス、比叡山延暦寺巡拝券の
セット

8店舗での優待特典 2500円 叡電：出町柳駅インフォメーション

● ●
ガーデンミュージアム比叡入園
引換券付乗車券

往復乗車券+
入園料

2011.4.17～
11.19

乗車当日限り1
日有効

叡山電車（出町柳～八瀬比叡山口駅間）往復乗車券、叡山ケー
ブル・ロープウェイ、ガーデンミュージアム比叡入園引換券がの
セット

7店舗での優待特典 2300円 叡電：出町柳駅インフォメーション

● ● 比叡山1ｄａｙチケット 割引乗車券 2011.3.19～12.4
発売日当日限
り

京阪電車+叡山電車+叡山ケーブル・ロープウェイ+比叡山内シャ
トルバスがセットの割引乗車券

延暦寺などの施設で利用できる共通特
典クーポン券（8枚）付き

例）淀屋橋　2000円
※出発駅により異なる

京阪線各駅（出町柳駅、大津線各駅を除く）

有効区間
［京阪電車］乗車駅～出町柳駅<往復>
[叡山電車］出町柳駅～八瀬比叡山口駅
【乗り降り自由】
［叡山ケーブル］ ケーブル八瀬駅～ケー
ブル比叡駅<往復>
［叡山ロープウェイ］ ロープ比叡駅～比叡
山頂駅<往復>
［比叡山内シャトルバス］ 比叡山頂～横
川、ロテル・ド・比叡　【乗り降り自由】
※ロテル・ド・比叡から夢見ヶ丘、京都方
面へは利用できません（別途運賃必要）

● ● 鞍馬・貴船1dayチケット 割引乗車券 通年販売
発売日当日限
り

京阪電車直結の叡山電車1日乗り放題
叡山電車沿線の施設を優待料金等で利
用

例）淀屋橋　1540円
※出発駅により異なる

京阪線各駅 （出町柳駅、大津線各駅を除く）

有効区間
［京阪電車］ 乗車駅～出町柳駅<往復>
（男山ケーブル、大津線は利用不可）
［叡山電車］ 全線　【乗り降り自由】

● 鞍馬・祇園1ｄａｙチケット
1日フリー
パス

2011.4.1～
2012.3.31

発売期間中の
お好きな1日

大阪から京都洛北エリアを満喫できるお得なチケット

大阪市営地下鉄・ニュートラム・バス全線（フリー）
京阪守口市駅～祇園四条駅（往復）
叡山電鉄全線（フリー）

叡山電車沿線の施設を優待料金で
利用できる

1900円

大阪市営地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六丁目駅を除く）
市営交通案内コーナー（新大阪・梅田・天王寺）
市営交通アクセスガイド（なんば）
グッズセンターなんば

叡山電鉄（株）
叡山本線、鞍馬
線

京都市
左京区

京都フリーパス １日乗車券

京
都
府

● ●●
2010.12.11～
2011.3.23

発売期間中の
お好きな1日

京都市内の主な電車・バスが1日乗り降り自由
（JR西日本線は除く）

※2日フリー版は、ＪＲ西日本の企画乗車券である「京都観光フ
リーきっぷ」又は「のぞみ＆京都観光フリーきっぷ」としてＪＲで発
売

約170施設のお得な優待付、京都観光
マップ付

2000円

有効区間
[鉄　　道］
京阪電車： 出町柳駅～中書島駅
京都市営地下鉄： 全線
叡山電車： 全線
近鉄電車： 京都駅～向島駅
嵐電(京福電車)： 全線　※叡山ケーブル・
ロープウェイを除く
阪急電鉄： 河原町駅～洛西口駅、桂駅～
嵐山駅
［バ　　ス］
京都市バス： 全線※定期観光バスを除く
京都バス： 京都市内均一区間、岩倉・大
原・嵐山地区、鞍馬温泉以南
※比叡山線・季節運行路線(嵐山高尾線)
を除く
京阪京都交通： 京都市内～沓掛西口 ※
原・神吉線を除く
京阪シティバス： 中書島・淀地域
京阪バス：山科・醍醐・中書島地域全線
※京都比叡山線・京都比叡平線・ダイレク
トエキスプレス直Ｑ京都・定期観光バスを
除く
西日本ＪＲバス：京都駅～栂ノ尾間
阪急バス：向日営業所全線
ヤサカバス：全線　※醍醐コミュニティバ
スを除く

［京阪電車］ 三条駅インフォステーション
 
［その他］ 京都市交通局案内所［京都駅前、京都駅地下街、北大路、烏丸御池
駅、
交通局（太秦天神川）］
阪急電鉄河原町駅・桂駅サービスセンター
西日本JRバス京都バスチケットセンター

府県域【京都】



自社
他社
連携

地域
連携

その
他

名称 乗車券種 発売期間 利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項
エリア
／府県

企画乗車券

交通事業者
本社

所在地

主な運行エリア・
主な路線・周遊エ

リア

区分

KTRエクスプレスペア 1日フリーパス
2010.4.1～
2011.3.31

発行日から
1ヶ月間　※
最終利用期
日は
2011.3.31

有効期間内1
日限り

KTR線内全区間のフリーパス（特急含む） 2500円 全有人駅 2011.3.31限り

● 天橋立まるごとフリーパス 1日フリーパス 2009.10.10～
発行日から
3ヶ月間

有効期間内1
日限り

KTR線内全区間のフリーパス（特急含む）+丹後海陸交通の路線
バス・観光船・ケーブルリフト、登山バスが利用可

フリーパスの提示でエリア内の天橋立
まるごとフリーパス協力店で代金割引

3000円

[KTR]
福知山・西舞鶴・宮津・天橋立・峰山・網野・木津温泉・豊岡
[丹後海陸交通]
宮津案内所・天橋立観光船のりば

● 2day天橋立まるごとフリーパス 2日フリーパス 2009.3.14～
発行日から
3ヶ月間

有効期間内の
連続2日間限り
有効

KTR線内全区間のフリーパス（特急含む）+丹後海陸交通の路線
バス・観光船・ケーブルリフト、登山バスが利用可

フリーパスの提示でエリア内の天橋立
まるごとフリーパス協力店で代金割引＆
天橋立駅隣接「天橋立智恵の湯」入浴
可

4300円

[KTR]
福知山・西舞鶴・宮津・天橋立・峰山・網野・木津温泉・豊岡
[丹後海陸交通]
宮津案内所・天橋立観光船のりば

●
丹後半島・間人（たいざ）フリー
パス

2日フリーパス 2009.11.1～
発行日から
3ヶ月間

有効期間内の
連続2日間限り
有効

KTR線内全区間のフリーパス
丹後海陸交通の海岸線、間人線、循環線の利用
※特急指定席は別途特急券が必要

フリーパスの提示でエリア内の天橋立
まるごとフリーパス協力店で代金割引

3800円

[KTR]
福知山・西舞鶴・宮津・天橋立・峰山・網野・木津温泉・豊岡
[丹後海陸交通]
峰山案内所・間人案内所

● まるごと丹後乗り放題きっぷ
土日祝フリーパ
ス

2005.10.1～
発行日から
3ヶ月間

有効期間の1
日限り有効

土日祝日及び毎月1日（KTRに乗る日）利用可のフリーパス 1700円 全有人駅

●
まるごと丹後2days乗り放題
きっぷ

土日祝フリーパ
ス

2007.11.30～
2011.3.31

発行日から
3ヶ月間　※
最終利用期
日は
2011.6.26

有効期間内の
連続2日間限り
有効

土日祝日利用可のフリーパス 2500円 全有人駅 2011.3.31発売終了

● KTRホリデーグループきっぷ
土日祝、お盆年
末年始フリーパ
ス

2009.7.18～
2011.3.27

発行日から
1ヶ月間　※
最終利用期
日は
2011.3.27

有効期間の1
日限り有効

土日祝日及びお盆、年末年始期間に利用可のフリーパス
5人までが同時に同一行程で利用可
※特急列車をご利用の場合は、別途特急券が必要

2000円 全有人駅 2011.3.27発売終了

KTR1日フリーきっぷ 2009.3.1～
KTR線内全区間のフリーパス
※特急列車をご利用の場合は、所定の運賃と特急料金が必要

頑張ろう東日本！支援きっぷ 2011.4.5～4.30 ～2011.4.30 内容は上記「1日フリーきっぷ」に順ずる

発売枚数に対する一定額（１枚につき、お
とな用からは200円・こども用からは100
円）を乗じた額を福知山
社会福祉協議会を通じて、東日本大震災
被災地へ

● ローカルフリー1回だけ特急
1日フリーパス＆
特急列車1回利
用

2009.12.20～
2011.3.31

～2011.3.31
発行日当日限
り有効

KTR線内全区間のフリーパス+特急列車自由席が1回利用可 1500円 全有人駅
2011.3.31発売終了
※4/1から設定内容を変更して新しく発売
予定

● ローカルフリーステイ2日用 2日フリーパス
2009.12.20～
2011.3.31

～2011.3.31
有効期間内の
連続2日間限り
有効

ＫＴＲ線内全区間のフリーパス2日間 2000円 全有人駅 2011.3.31発売終了

● KTRあんしん通院ペア乗車券
通院者対象の割
引券

2009.4.20～
※平日のみ

使用当日のみ
有効

通院されるご本人と付き添いの方2人で1名分の料金
平日通院のみ可
※通院証明書が必要

所定運賃の50％割引 全有人駅
設定区間は、北近畿タンゴ鉄道線内各駅
～着駅がKTR５駅（福知山駅、西舞鶴駅、
宮津駅、天橋立駅、豊岡駅）に限定

● 夏休みファミリー得とくクーポン
ファミリー用割引
券

2007.7.20～
※7/20～8/31
（8/16除く）

ファミリー（大人とこども）が同時に、KTRを同一行程で乗車の場
合、大人1人につき、こども2人まで運賃が無料

「ファミリークーポン」の提示で沿線観光
施設(9箇所)のこども料金が無料

大人1名につきこども2名運賃
が無料

全有人駅

● ● 温泉乗車券 乗車券+入湯券 2006.12.22～ ～2011.3.31
発行日当日限
り有効

乗車券と施設入湯券がセット
施設：天橋立温泉「智恵の湯」

西舞鶴～天橋立　1300円 西舞鶴（天橋立温泉用） 2011.3.31発売終了

京
都
府

北近畿タンゴ鉄道
（株）

●

宮福線、宮津線
京都府
福知山
市

1日フリーパス
発行日当日限
り有効

1200円 全有人駅

府県域【京都】



観光来訪者に向けた企画乗車券の商品造成・広報のあり方に関する調査　基礎資料　①鉄道 府県域（兵庫）

自社
他社
連携

地域
連携

その
他

名称 乗車券種 発売期間 利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項

● 三宮・姫路5dayチケット 5日フリーパス
2011.4.1～
2012.3.31

2011.4.1～
2012.4.30の
お好きな1日

山陽電車全線（バス除く）・神戸高速全線（阪神三宮含む）区間の5日フリーパス
※5日連続使用でなくてもよい

7000円 山陽電車（西代、板宿、東須磨、須磨、垂水、明石、東二見、高砂、大塩、飾磨、姫路・網干の各駅等）

● 三宮・姫路1dayチケット 1日フリーきっぷ
2011.4.1～
2012.3.31

2011.4.1～
2012.4.30

有効期間中の
お好きな1日

三宮～姫路間が1日乗り放題でお得 1400円
山陽電車主要駅、神戸高速主要駅、
阪神三宮駅長室、三宮・元町の各駅売店、三宮阪神プレイガイド

有効区間：
神戸高速：全線（阪神・阪急三宮、湊川を含む)
山陽電車：全線（バスを除く)

● 三宮とくやん2枚きっぷ 往復乗車券
購入日の月末
まで有効

山陽沿線より阪急・阪神三宮までの往復きっぷ割引 450円 須磨・須磨寺・月見山・東須磨・板宿各駅の全券売機

● 三宮・明石市内1dayチケット 1日フリーきっぷ
2011.4.1～
2012.3.31

2010.4.1～
2011.4.30

有効期間中の
お好きな1日

三宮方面から明石市内（西二見駅まで）へのおでかけに大変お得で便利な1日乗り
放題の乗車券

1000円
山陽電車主要駅、神戸高速主要駅、各契約発売所
阪神電車三宮駅長室

有効期間：
神戸高速：全線（阪神・阪急三宮、湊川を含む)
山陽電車：西代～西二見

● 阪神・明石市内1dayチケット 1日フリーきっぷ
2011.4.1～
2012.3.31

2011.4.1～
2012.4.30

有効期間中の
お好きな1日

梅田・難波方面から明石市内（西二見駅まで）へのおでかけに大変お得で便利な1
日乗り放題の乗車券

1500円
山陽電車主要駅、神戸高速主要駅、各契約発売所
阪神電車梅田・尼崎・甲子園・御影・三宮の各駅長室

有効区間
阪神電車：全線（バスを除く)
神戸高速：阪神元町～西代
山陽電車：西代～西二見（バスを除く)

●
阪神・山陽シーサイド1day
チケット

1日フリーきっぷ
2011.4.1～
2012.3.31

2011.4.1～
2012.4.30

有効期間中の
お好きな1日

阪神梅田・大阪難波～山陽姫路間が1日乗り放題！ 2000円 山陽電車主要駅、神戸高速主要駅、各契約発売所、
梅田・尼崎・甲子園・御影・三宮の各駅長室と各駅（東鳴尾、洲先、武庫川団地前の各駅、神戸高速線および係員不在時を除く）

有効区間
阪神電車：全線（バスを除く）
神戸高速：元町～西代
山陽電車：全線（バスを除く）

●
垂水・舞子1dayチケット
〔阪神版〕〔三宮版〕

1日フリーきっぷ
2011.4.1～
2012.3.31

2011.4.1～
2012.4.30

有効期間中の
お好きな1日

垂水（マリンピア神戸）、舞子（明石海峡大橋）のおでかけに
便利な1日乗車券

阪神版　1300円
三宮版　800円

【阪神版】
〔阪神電車〕梅田・尼崎・甲子園・御影・三宮の各駅長室
〔神戸高速〕高速神戸・新開地・高速長田の各駅

【三宮版】
〔阪神電車〕三宮駅長室
〔神戸高速〕高速神戸・新開地・高速長田の各駅

【阪神版】
阪神電車：全線
神戸高速：阪神元町～西代
山陽電車：西代～西舞子
山陽バス：全線（高速バス、共同運行路線の神戸市バ
スおよび明石市バス、塩屋北町線、二見線、明石市コ
ミュニティバスは除く）
【三宮版】
神戸高速：全線（阪神三宮、阪急三宮および湊川を含
む）
山陽電車：阪神版と同じ区間
山陽バス：阪神版と同じ区間

● 有馬太閤の湯クーポン
乗車券+太閤の
湯入館券

2011.4.1～
2012.3.31

2011.4.1～
2012.3.31

発売期間中の
お好きな1日

「有馬温泉 太閤の湯」の入館券がセットになった１日フリー乗車券
お土産・グルメ店優待券
太閤夢蒸楽（岩盤浴）が割引

明石以東　2400円
山陽全線　2800円

[明石以東版]西代、板宿、東須磨、須磨、垂水、明石の各駅
板宿、垂水、明石の各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[山陽全線版]明石・東二見、高砂、大塩、飾磨、姫路、網干の各駅
高砂、飾磨、姫路の各定期券発売所、ご案内センター（明石）

※「太閤の湯」入館券は、日曜・祝日と休館日
（4/20,6/1・2、9/7,1/12）・ＧＷ（5/3～5）お盆（8/13～
15）・お正月（1/1～3）は利用不可

● 有馬・六甲周遊1dayパス 1日フリーパス
2011.3.19～
2011.12.25

発売期間中乗
車当日1日限り

有馬温泉と六甲山で使える乗車券
有馬温泉入浴券（金の湯or銀の湯）
※基本フリー版の他、阪急版、阪神版、能勢版、神鉄版、山陽明石以東版、山陽全
線版

有馬六甲山エリア施設の割引 基本フリー版　2300円
[基本フリー版]神戸市営地下鉄、神戸電鉄、北神急行電鉄、阪急電鉄
[各エリア版]各線主要駅

●
山陽電車×マリンピア神戸
超マルトクきっぷ

往復乗車券＋買
い物引換券

2010.11.19
～2011.2.14

2010.11.19
～2011.2.28

買い物券の引
換は2011.2.16
まで

マリンピア神戸のお買い物引換券と山陽垂水駅までの往復乗車券のセット 例）西代～山陽垂水版　1000円
西代、板宿、東須磨、須磨、垂水、明石の各駅
明石・東二見、高砂、大塩、飾磨、姫路、網干の各駅など

※販売はお一人様1セットまで

● 神戸再発見！きっぷ 1日フリーきっぷ
2010.10.1～
2010.12.26

2010.10.～
2010.12.26

ご利用期間中
のお好きな1日

有効区間内1日乗り放題

【垂水・舞子版】
山陽電車：西舞子～西代、神戸高速：全線（阪神三宮を含む）

※ほか、阪急・阪神梅田版・阪神版・阪急版あり

500円

[山陽電車] 西代・板宿・東須磨・須磨・垂水、
板宿・垂水・舞子の定期券発売所、西舞子などの委託発売所
[阪急電鉄・阪神電車] 三宮
[神戸電鉄] 湊川･鈴蘭台･北鈴蘭台･谷上･西鈴蘭台
[神戸高速] 高速神戸･新開地･高速長田

●
神戸再発見！きっぷ
（芦屋川・芦屋5ｄａｙ）

5日フリーきっぷ
2010.10.1～
2010.12.22

2010.10.1～
2010.12.26

ご利用期間中
の任意の5日

有効区間中の任意の5日、有効区間内乗り放題

阪急電車：芦屋川～三宮
阪神電車：芦屋～元町
神戸高速：全線

1900円

[阪急電鉄]芦屋川～三宮の各駅
[阪神電車]芦屋～元町の各駅
[山陽電車]西代　[神戸電鉄]湊川
[神戸高速]高速神戸・新開地・高速長田

● 有馬ジョイフルチケット 往復乗車券
2010.10.30
～
2010.11.30

発売期間中の
乗車当日限り

各沿線乗車駅～神鉄有馬温泉駅までの往復乗車券

【山陽明石以東版】
山陽明石駅以東各駅～(新開地経由)～神鉄有馬温泉駅の往復

【山陽全線版】
山陽全線各駅～(新開地経由)～神鉄有馬温泉駅の往復

※ほか、阪急版・神戸電鉄版・能勢版あり

「有馬温泉　太閤の湯」入場割引
有馬温泉街各旅館の入浴ならびに食事
の割引券
有馬温泉街の飲食店・土産店および観光
施設の割引券
「金の湯」「銀の湯」入浴割引券
六甲有馬ロープウェイ・六甲ケーブル割
引券
「有馬ます池」入園券(券袋提示にて）

山陽明石以東版　1500円
山陽全線版　1800円

[山陽明石以東版]西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、
板宿・垂水・明石の各定期券発売所、ご案内センター（明石）

[山陽全線版]明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、
明石・東二見・高砂・飾磨・姫路の各定期券発売所、ご案内センター（明石）

● 六甲・まやエンジョイパス 1日フリーきっぷ
2011.3.20～
2011.11.30

発売期間中の
お好きな1日

瀬戸内海国立公園六甲・摩耶地区へのお出かけに
たいへん便利な1日フリー乗車券

※阪急版・阪神版・能勢版あり

六甲・摩耶山上施設の優待券付
山陽明石以東版　2100円

山陽全線版　2400円

[山陽電鉄版（明石以東）]西代、板宿、東須磨、須磨、垂水、明石の各駅・
板宿、垂水、明石の各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[山陽電鉄版（全線）]明石、東二見、高砂、大塩、飾磨、姫路、網干の各駅
明石、東二見、高砂、飾磨、姫路の各定期券発売所、ご案内センター（明石）

阪神電車：全線（神戸高速線を除く）
神戸市交通局：市バス16系統(阪神御影～阪急六甲経
由～六甲ケーブル下)、18系統(阪急六甲～摩耶ケーブ
ル下経由～三宮駅ターミナル前)
六甲摩耶鉄道：六甲ケーブル(六甲ケーブル下駅～六甲
山上駅)
六甲摩耶鉄道：六甲山上バス(乗り降り自由)
六甲摩耶鉄道・阪急バス：六甲摩耶スカイシャトルバス
(乗り降り自由)※阪急バスは六甲ケーブル山上駅～摩
耶ロープウェー山上駅間に限る)
神戸市都市整備公社：まやビューライン(まやケーブル・
まやロープウェー)

エリア／
府県

兵
庫
県

神戸市
長田区

山陽電気鉄道（株）①

高野山1dayチケット●

三宮～姫路

交通事業者
本社所在

地
主な運行エリア・主
な路線・周遊エリア

企画乗車券区分

発売期間中の
お好きな1日

各沿線から高野山までの1日乗り放題
南海りんかいバス乗り放題

※阪急版・阪神版・京阪版・近鉄版・大阪市交通局版・能勢版・山陽版・北大阪急行
版・大阪モノレール版

高野山内の施設拝観割引、お土産食事
割引

阪急版　3000円
阪神版　2900円
京阪版　3000円
近鉄版　2980円

大阪市交通局版　2850円
能勢版　3300円

山陽①（明石より以東版）
3300円

山陽②（全線版）　3600円
北大阪急行版　2900円

大阪モノレール版　3150円
神戸高速版　3000円

1日フリーパス

春期：
2011.4.1～
6.30

秋期：
2011.10.1～
11.30

[阪急版]梅田、十三、塚口、西宮北口、夙川、三宮、豊中、石橋、川西能勢口、宝塚、淡路、茨木市、高槻市、桂、河原町、北千里の各ご
案内カウンター
[阪神版]阪神電車各駅（大阪難波駅および係員不在時を除く）
[京阪版]中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市、寝屋川市、香里園、枚方市、樟葉、中書島、丹波橋、祇園四条、三条、出町柳の各駅
[近鉄版]大阪難波、近鉄日本橋、大阪上本町、鶴橋、布施、長瀬、近鉄八尾、河内山本、河内国分、五位堂、大和高田、大和八木、桜井、
榛原、河内小阪、八戸ノ里、河内花園、瓢箪山、生駒、東生駒、富雄、学園前、大和西大寺、近鉄奈良、高の原、近鉄郡山、天理、王寺、
大阪阿部野橋、矢田、河内天美、河内松原、藤井寺、古市、尺土、高田市、橿原神宮前、飛鳥、壺阪山、喜志、富田林、河内長野、近鉄御
所の各駅
[大阪市交通局版]地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六丁目を除く）、市営交通案内コーナー（新大阪・梅田・天王寺）、市営交通アク
セスガイド（なんば）、グッズセンターなんば
[能勢版]川西能勢口ごあんないカウンター・平野駅・山下駅・平野駅コンビニ「リズミン」
[山陽①]西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、板宿・垂水・明石の各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[山陽②]明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、明石・東二見・高砂・飾磨・姫路の各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[北大阪急行版]千里中央・桃山台・緑地公園の各駅
[大阪モノレール版]大阪モノレール各駅
[神戸高速版]高速神戸・新開地・高速長田の各駅

府県域【兵庫】



自社
他社
連携

地域
連携

その
他

名称 乗車券種 発売期間 利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項
エリア／

府県
交通事業者

本社所在
地

主な運行エリア・主
な路線・周遊エリア

企画乗車券区分

● いい古都チケット 1日フリーきっぷ

春期
2011.3.12～
2011.6. 5
秋期
2011.10. 1～
2011.12.25

発売期間中の
お好きな1日

各沿線から京都までと京都市バス（定期観光バス除く）・地下鉄・京都バス(一部路線
を除く）が
1日乗り放題

※阪急阪神版・神戸高速版・能勢版・大阪市交通局版・神戸市営地下鉄版・神戸電
鉄版・山陽電鉄版（1・2）あり

京都市内主要観光地の優待特典クーポ
ンが付いたガイドマップ付

阪急阪神版　1600円
神戸高速版　1800円

能勢版　1900円
大阪市交通局版　2000円

神戸市営地下鉄版　2200円
神戸電鉄版　2500円

山陽明石以東版　2300円
山陽全線版　2800円

[阪急阪神版]阪急電鉄各駅（天神橋筋六丁目、神戸高速線を除く）、
阪神電車各駅（神戸高速線、大阪難波駅、係員不在時を除く）、阪神電車各駅長室
[神戸高速版]新開地、神戸高速、高速長田の各駅
[能勢版]能勢電鉄の平野・山下の各駅、川西能勢口ごあんないカウンター
[大阪市営地下鉄版]大阪市営地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六町目駅を除く）、市営交通案内コーナー（新大阪・梅田・天王寺）、
市営交通アクセスガイド（なんば）、グッズセンターなんば
[神戸市営地下鉄版]神戸市営地下鉄の各駅、駅売店ほか
[神戸電鉄版]神戸電鉄主要駅及び駅売店、神鉄グループ総合案内所ほか
[山陽電鉄版（明石以東）]西代、板宿、東須磨、須磨、垂水、明石の各駅・
板宿、垂水、明石の各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[山陽電鉄版（全線）]明石、東二見、高砂、大塩、飾磨、姫路、網干の各駅
明石、東二見、高砂、飾磨、姫路の各定期券発売所、ご案内センター（明石）

● 山陽・高速レインボーパス2011
電車+バス7日間
フリーパス

2011.4.20～
5.5

2011.4.29～
5.5

4/29～5/5の7
日間

山陽電車全線＋神戸高速全線(阪急三宮・阪神三宮・湊川含む)＋山陽バス全線(高
速バス、共同運行路線の神戸市バス・明石市バス、塩屋北町線、明石市コミュニティ
バスは除く)
が7日間乗り放題

2000円

[山陽電車]西代、板宿、東須磨、須磨、垂水、明石、東二見、高砂、大塩、飾磨、姫路、網干の各駅、ご案内センター(明石)
[定期券発売所]板宿、垂水、明石、東二見、高砂、飾磨、姫路
[山陽バス]名谷サービスセンター(神戸市営地下鉄名谷駅２Ｆ)、山陽バス観光センター(レバンテ垂水２番館１Ｆ)
[駅売店]阪神三宮、阪神元町、湊川、すずらんショップ(新開地西口　コンコース内)、高速長田、板宿、垂水、明石、東二見、姫路※休業日
は除く
[神戸高速]高速神戸・新開地・高速長田の各駅
及び三宮阪神プレイガイド

● ● 堺・住吉まん福チケット 1日フリーきっぷ
2011.3.19～
11.30

発売期間中の
お好きな1日

大阪唯一のチン電「阪堺電車」全線と南海電車、南海バスの指定区間が1日乗り放
題

【南海版】
南海電鉄：なんば～浜寺公園、なんば～中百舌鳥、汐見橋～岸里玉出
阪堺電気軌道：全線、南海バス：堺市内指定区間
【阪神版】
阪神電車：全線（神戸高速線除く）＋南海版有効区間
【山陽明石以東版】
山陽電車：西代～明石駅間、神戸高速線：西代～阪神元町駅間、阪神電車：全線
＋南海版有効区間
【山陽全線版】
山陽電車：全線、神戸高速線：西代～元町駅間、阪神電車：全線＋南海版有効区間

利用日当日チケットの呈示で、指定され
た施設・飲食店で特典あり
アンケート回答でプレゼントあり（抽選合
計20名様）

　　南海版　1000円
阪神版　1600円

山陽明石以東版　2200円
山陽全線版　2500円

[南海版]
南海電鉄：有効区間内各駅（無人の場合を除く）
阪堺電気軌道：天王寺駅前、南霞町、我孫子道、浜寺駅前の各乗車券発売所
※浜寺駅前乗車券発売所は日・祝日休業
南海バス：堺営業所、堺東案内所、金岡車庫、東山営業所
[阪神版]
阪神梅田・尼崎・甲子園・御影・三宮の各駅長室
[山陽明石以東版]
西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、板宿・垂水・明石の各定期券販売所、ご案内センター(明石）
[山陽全線版]
明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、明石・東二見・高砂・飾磨・姫路の確定危険発売

● ● 古代ロマン飛鳥 日帰りきっぷ

1日乗車券+
チケット（バス乗
車券orレンタサイ
クル割引券or施
設・店舗割引券）

2011.5.9～
2012.4.27

2011.5.9～
2012.4.27

ご利用期間中
のお好きな1日

各社局線の指定発駅区間1日乗り放題+
近鉄電車の指定区間1日乗り放題+
チケット2枚（バス乗車券orレンタサイクル割引券or施設・店舗割引券として使用可）

近鉄版（大阪発）　1500円
近鉄版（京都発）　1900円

阪神版　1900円
山陽版①　2500円
山陽版②　2800円

阪急版　2200円
北急版　1900円
南海版　2000円
京阪版　2000円

[近鉄]（大阪発）大阪難波、近鉄日本橋、大阪上本町、鶴橋、大阪阿部野橋の各駅
　　　　（京都発）京都、近鉄丹波橋、向島の各駅
[阪急電鉄]梅田、十三、塚口、西宮北口、夙川、三宮、豊中、石橋、川西能勢口、宝塚、淡路、茨木市、高槻市、桂、河原町、北千里の各
ごあんないカウンター
[阪神電車]阪神電車各駅（係員不在時を除く）
[南海電鉄]南海電鉄各駅（関西空港駅、高野山駅など一部の駅を除く）
[京阪電車]中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市、寝屋川市、香里園、枚方市、樟葉、中書島、丹波橋、祇園四条、三条、出町柳の各駅
[北大阪急行電鉄]千里中央、桃山台、緑地公園の各駅
[山陽電車（明石以東）]西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、板宿・垂水・明石の各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[山陽電車（全線）]明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、明石・東二見・高砂・飾磨・姫路の各定期券発売所、ご案内セン
ター（明石）

特急料金は含まず

● ●
スルッとＫＡＮＳＡＩ
神戸街めぐり１ｄａｙクーポン
（山陽拡大版①＆②）

1日フリーきっぷ+
神戸街遊券

春夏
2011.4.1～
2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

春夏
2011.4.1～
2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

発売期間中の
お好きな1日

・山陽拡大版①　神戸エリア+山陽電車明石以東
　山陽拡大版②　神戸エリア+山陽電車全線
・神戸街遊券650円分
・シティーループバス1日乗車券の割引券

山陽電鉄線有効区間
山陽拡大版①　神戸エリア+山陽電車明石以東
山陽拡大版②　神戸エリア+山陽電車全線

山陽拡大版①　1400円
山陽拡大版②　2000円

山陽拡大版①　西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、板宿・垂水・明石の各定期券発売所、ご案内センター（明石）

山陽拡大版②　明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、明石・東二見・高砂・飾磨・姫路の各定期券発売所、ご案内センター
（明石）

※神戸エリア版（基本）は「共同企画」を参照

● ● 第7回六甲山氷の祭典入場券付割引乗車券セット
往復乗車券＋
入場券

当日券
2011.2.10～
2.13
前売券
2011.1.1～
2.9

2011.2.10～
13

六甲ケーブル往復乗車券＋六甲山上バスフリー券＋氷の祭典入場券
前売り券　1500円

当日券　1700円

前売り券：六甲ケーブル下駅、阪神電車梅田・尼崎・甲子園・御影・三宮の各駅長室、阪急電鉄梅田駅・西宮北口駅・三宮駅の各サービス
センター、六甲駅
山陽電車西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、ご案内センター
当日券：六甲ケーブル下駅

● 六甲ケーブルスキークーポン

往復乗車券＋バ
ス乗車券＋六甲
山スキー場入場
券

2010.12.11
～2011.3.21

六甲ケーブル往復乗車券＋六甲山上バスフリー券＋六甲山〈人工〉スキー場入場券
のセット

2300円 六甲ケーブル下駅

● 表六甲周遊乗車券
往復乗車券＋
バス

六甲ケーブル往復乗車券＋六甲山上バスフリー券のセット 1300円 六甲ケーブル下駅

●
六甲山上バス1DAY
チケット

バス乗車券 六甲山上バスフリー券 400円 六甲ケーブル山上駅、六甲山ホテル

● 六甲・有馬片道乗車券 六甲ケーブルと六甲有馬ロープウェーの乗車券がセットになったチケット 1700円 六甲ケーブル下駅、六甲有馬ロープウェー有馬温泉駅

● ●
「六甲山周遊パス」
ホール・オブ・ホールズ六甲+六甲高山植物園版

往復バス乗車券+
入園券セット

2011.4.1～
11.22

2011.4.1～
11.23

発行日を含め
た2日間

神戸市営バス⑯系統往復＋六甲ケーブル往復＋六甲山上バス（乗降自由）＋「ホー
ル・オブ・オールズ六甲」入園券＋「六甲高山植物園」入園券がセット

周遊パスの提示で、六甲山カンツリーハ
ウスの入園料、六甲山フィールド・アスレ
チックの入場料が、大人100円（小人50
円）引き
※期間中1回に限り4名様まで有効

2500円 ＪＲ六甲道駅みどりの窓口

● ●
「六甲山周遊パス」
六甲山カンツリーハウス+六甲山フィールド・アスレチッ
ク版

往復バス乗車券+
入園券セット

2011.4.1～
11.12

2011.4.1～
11.13

発行日を含め
た2日間

神戸市営バス⑯系統往復＋六甲ケーブル往復＋六甲山上バス（乗降自由）＋「六
甲山カンツリーハウス」入園券＋「六甲山フィールド・アスレチック」入園券がセット

周遊パスの提示で、ホール・オブ・ホール
ズ六甲入館料、六甲高山植物園入園料
が、大人100円（小人50円）引き
※有効期間中１回に限り4名様まで有効

2500円 ＪＲ六甲道駅みどりの窓口

● 地下鉄1日乗車券 1日フリーパス 地下鉄全線が1日乗り放題乗車券 800円 地下鉄各駅窓口、地下鉄駅売店、地下鉄定期券発売所、神戸駅前営業所、神戸電鉄湊川定期券発売所、サークルＫ西神中央駅店

● 市バス・地下鉄共通1日乗車券 1日フリーパス 市バス・地下鉄全線が1日乗り放題乗車券 1000円
地下鉄各駅窓口、地下鉄駅売店、地下鉄定期券発売所、神戸駅前営業所、神戸電鉄湊川定期券発売所、サークルＫ西神中央駅店、市
バス案内所（神戸駅前、阪神御影）

※共同運行路線は市バスのみ利用可能
※神戸交通振興バス山手線も利用可能

山陽電気鉄道（株）②
三宮～姫路

兵
庫
県

神戸市
灘区

奈良・斑鳩1dayチケット 1日乗車券 特急料金は含まず

2011.4.1～
2012.4.30ま
でのお好き
な1日

利用期間中1日
間

各社局線の指定区間1日乗り放題
近鉄電車の指定区間1日乗り放題
奈良交通バスの指定区間1日乗り放題

阪急沿線から　2000円
阪神沿線から　1800円

神戸高速沿線から　2000円
大阪市交通局から　1600円
南海泉北沿線から　2000円

京都市営地下鉄から1600円
京阪沿線から　1500円

北大阪急行から　1700円
大阪モノレールから　2200円

神戸市営地下鉄から　2300円
神戸電鉄から　2500円
能勢沿線から　2300円

山陽沿線（明石より以東）から
2400円

山陽沿線（全線）から
2700円

[阪急電鉄]梅田、十三、塚口、西宮北口、夙川、三宮、豊中、石橋、川西能勢口、宝塚、淡路、茨木市、高槻市、北千里の各ごあんないセ
ンター
[阪神電車]阪神電車各駅（係員不在時を除く）
［神戸高速］高速神戸・新開地・高速長田の各駅
[大阪市交通局]地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六丁目を除く）、市営交通案内コーナー（新大阪・梅田・天王寺）、市営交通アクセ
スガイド（なんば）、グッズセンターなんば
[南海電鉄・泉北高速鉄道]南海電鉄各駅（関西空港駅、高野山駅など一部の駅を除く）、泉北高速鉄道各駅窓口および定期券うりば
[京都市交通局]市営地下鉄各駅、市バス・地下鉄案内所（交通局、京都駅前、京都駅地下街、北大路、烏丸御池駅）、定期券発売所（北
大路、四条、京都駅前、竹田、六地蔵、山科、三条京阪、二条）、地下鉄駅売店
[京阪電車]中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市、寝屋川市、香里園、枚方市、樟葉、中書島、丹波橋、祇園四条、三条、出町柳の各駅
[北大阪急行電鉄]千里中央、桃山台、緑地公園の各駅
[大阪モノレール]各駅改札窓口
[神戸市交通局]市営地下鉄各駅窓口・駅売店、サークルＫ西神中央駅店
[神戸電鉄]神戸電鉄主要駅、駅売店、神鉄グループ総合案内所、委託発売所
[能勢電鉄]平野駅、山下駅、川西能勢口ごあんないカウンター、平野駅コンビニ「リズミン」
[山陽電車（明石以東）]西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、板宿・垂水・明石の各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[山陽電車（全線）]明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、明石・東二見・高砂・飾磨・姫路の各定期券発売所、ご案内セン
ター（明石）

2011.4.1～
2012.3.31

●

神戸市
灘区

六甲摩耶鉄道（株） 六甲

府県域【兵庫】



自社
他社
連携

地域
連携

その
他

名称 乗車券種 発売期間 利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項
エリア／

府県
交通事業者

本社所在
地

主な運行エリア・主
な路線・周遊エリア

企画乗車券区分

● 校外学習・修学旅行用1日乗車券 1日フリーパス 市内の小中学生、修学旅行生向けの1日乗り放題乗車券
小学生300円
中学生600円
高校生800円

窓口発売なし。利用予定日の２週間前までに交通局営業推進課に書面で申込。 ※共同運行路線は市バスのみ利用可能

● ノーマイカーデーフリーチケット フリーパス

各月とも13
日から発売
※売切れ次
第発売終了

毎月20日 毎月20日 地下鉄全線と市バス200円均一区間が乗り放題になるチケット 500円
地下鉄各駅窓口、地下鉄駅売店、地下鉄定期券発売所、神戸駅前営業所、神戸電鉄湊川定期券発売所、サークルＫ西神中央駅店、市
バス案内所（神戸駅前・阪神御影）

共同運行路線は市バスのみ利用可能

※神戸交通振興バス山手線も利用可能

● 市バス・地下鉄共通ゴールデンウィークフリーチケット フリーパス

2011.4.23～
5/5
※売切れ次
第発売終了

2011.5.1～
5.5

利用期間内の
お好きな3日

ＧＷ期間中（5/1～5/5）のお好きな3日間、市バス・地下鉄が乗り放題 1100円

地下鉄各駅窓口、地下鉄駅売店（西神南駅・名谷駅Ｕラインショップ）
サークルＫ西神中央駅店
市バス・地下鉄お客様サービスコーナー（三宮駅東改札）
神戸駅前案内所、御影案内所

※共同運行路線は市バスのみ利用可能
※神戸交通振興バス山手線も利用可能

●
市バス・地下鉄共通
年末年始3dayチケット

フリーパス
2010.12.20
～2011.1.3

2010.12.30
～2011.1.3

利用期間内の
お好きな3日

年末年始の期間中（12/30～1/3）のお好きな3日間、市バス＆地下鉄が乗り放題。
沿線の生田神社、湊川神社、長田神社、
和田神社の祈念品授与券（引換えは各
神社で1/1～1/7まで）

1000円

地下鉄各駅窓口
地下鉄駅売店（西神南駅・名谷駅Ｕラインショップ）
サークルＫ西神中央駅店
神戸駅前案内所、御影案内所
市バス・地下鉄お客様サービスコーナー（三宮駅）

共同運行路線は市バスのみ利用可能

● 海岸線’乗っ得’1dayパス 1日フリーパス
2011.7.7～
2012.3.31

2011.7.7～
2012.3.31のお
好きな1日

市営地下鉄海岸線が、1日乗り放題となるチケット
シティー・ループバスの1日乗車券割引、
海岸線沿線施設で割引等

450円 神戸市営地下鉄海岸線の各駅窓口、神戸市営地下鉄各駅売店、シティー・ループバス車内

● ●
有馬太閤の湯クーポン
(神戸市営地下鉄版）

乗車券+太閤の
湯入館券

2011.4.1～
2012.3.31

2011.4.1～
2012.3.31

有効期間中の
お好きな1日

「有馬温泉 太閤の湯」の入館券がセットになった１日フリー乗車券

神戸市営地下鉄の各駅～神戸電鉄「有馬温泉駅」
有馬温泉地区の 沿線施設割引券あり 2400円 神戸市営地下鉄各駅窓口・駅売店、サークルＫ西神中央駅店

※「太閤の湯」入館券は、日曜・祝日と
休館日（4/20,6/1・2、9/7,1/12）・ＧＷ（5/3～5）・お盆
（8/13～15）・お正月（1/1～3）は利用不可

●
有馬・六甲周遊1dayパス
基本フリー版

1日フリーパス
2011.3.19～
2011.12.25

発売期間中乗
車当日1日限り

各沿線から有馬温泉と六甲山で使える乗車券と有馬温泉入浴券（金の湯or銀の湯）
セット
※基本フリー版、阪急版、阪神版、能勢版、神鉄版、
山陽明石以東版、山陽全線版あり

有馬六甲山エリア施設の割引 基本フリー版　2300円

【基本フリー版の発売場所】
神戸市営地下鉄：三宮駅売店、新神戸駅売店、
市バス・地下鉄お客様サービスコーナー(三宮)
神戸電鉄：有馬温泉駅
北神急行電鉄：谷上駅
阪急電鉄：三宮駅、六甲駅

●
有馬・六甲周遊2ｄａｙパス
阪急版・能勢版

2日フリーパス
2011.3.19～
2011.12.24

2011.3.19～
2011.12.25

利用期間中連
続する2日間

各沿線から有馬温泉までの乗車券＋六甲山で使える乗車券＋
有馬温泉入浴券（金の湯or銀の湯）セット

有馬六甲山エリア施設の割引

指定ホテル・旅館にて宿泊者様特別ご利
用券1000円分利用可

阪急版　3100円

能勢版　3400円

[阪急版]阪急電鉄ごあんないカウンター
[能勢版]能勢電鉄平野・山下の各駅、川西能勢口ごあんないカウンター

● ● モザイクまるごときっぷ
観光施設と私鉄
各交通機関との
ジョイント

2010.7.17～
8.31
2010.11.27
～2011.1.10

発売期間中の
利用当日1回限
り有効

「神戸ハーバーランド　モザイク」利用券（500円分）と、名物である観覧車の搭乗券
（700円分）がセットになった往復乗車券。
神戸電鉄版、神戸市営地下鉄版の設定あり

「神戸ハーバーランドモザイク」共通利用
券（500円分）、モザイク内店舗利用割引
券、モザイクガーデン観覧車搭乗券（700
円分）

神戸電鉄版①　大人1000円
神戸電鉄版②　大人1300円

神戸市営地下鉄版大人980円

神戸電鉄版：神戸電鉄主要駅、駅売店、神鉄グループ総合案内所、委託発売所
神戸市営地下鉄版：神戸市営地下鉄各駅、駅売店、サークルK西神中央駅店

● いい古都チケット 1日フリーきっぷ

春期
2011.3.12～
2011.6. 5
秋期
2011.10. 1～
2011.12.25

発売期間中の
お好きな1日

各沿線から京都までと京都市バス（定期観光バス除く）・地下鉄・京都バス(一部路線
を除く）が
1日乗り放題

※阪急阪神版・神戸高速版・能勢版・大阪市交通局版・神戸市営地下鉄版・神戸電
鉄版・山陽電鉄版（1・2）あり

京都市内主要観光地の優待特典クーポ
ンが付いたガイドマップ付

阪急阪神版　1600円
神戸高速版　1800円

能勢版　1900円
大阪市交通局版　2000円

神戸市営地下鉄版　2200円
神戸電鉄版　2500円

山陽明石以東版　2300円
山陽全線版　2800円

[阪急阪神版]阪急電鉄各駅（天神橋筋六丁目、神戸高速線を除く）、
阪神電車各駅（神戸高速線、大阪難波駅、係員不在時を除く）、阪神電車各駅長室
[神戸高速版]新開地、神戸高速、高速長田の各駅
[能勢版]能勢電鉄の平野・山下の各駅、川西能勢口ごあんないカウンター
[大阪市営地下鉄版]大阪市営地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六町目駅を除く）、市営交通案内コーナー（新大阪・梅田・天王寺）、
市営交通アクセスガイド（なんば）、グッズセンターなんば
[神戸市営地下鉄版]神戸市営地下鉄の各駅、駅売店ほか
[神戸電鉄版]神戸電鉄主要駅及び駅売店、神鉄グループ総合案内所ほか
[山陽電鉄版（明石以東）]西代、板宿、東須磨、須磨、垂水、明石の各駅・
板宿、垂水、明石の各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[山陽電鉄版（全線）]明石、東二見、高砂、大塩、飾磨、姫路、網干の各駅
明石、東二見、高砂、飾磨、姫路の各定期券発売所、ご案内センター（明石）

● ●
格安え～が（映画）なクーポン

乗車券＋入場料
2010.11.20
～2011.1.31

発売期間中の
利用当日1回限
り有効

映画館共通入場券と電車乗車券がセットになった券
［神鉄・高速版］神戸電鉄各駅から新開地経由で阪急・阪神三宮駅までの往復（高速
神戸駅でも乗降可。ただし下車した場合は前途無効）
［神鉄・北神・地下鉄版］神戸電鉄有馬線の鈴蘭台駅から有馬温泉駅間の各駅なら
いに、三田線および公園都市線の各駅から北神急行電鉄谷上駅経由で市営地下鉄
三宮駅までの往復
［北神版］北神急行電鉄谷上駅から市営地下鉄三宮駅までの往復
［地下鉄版］神戸市営地下鉄全線1日乗り放題（新神戸駅～谷上駅間は利用できま
せん）

神鉄・高速版　1600円
神鉄・北神・地下鉄版　2,200円

北神版　1,700円
神戸市営地下鉄版　1,600円

［神鉄・高速版］［神鉄・北神・地下鉄版］
神鉄主要駅窓口、駅売店、神鉄グループ総合案内所（鈴蘭台）、委託発売所
［北神急行版］
北神急行谷上駅
［神戸市営地下鉄版］
神戸市営地下鉄各駅窓口、駅売店、サークルK西神中央駅店

神戸市交通局 ② 神戸
神戸市
中央区

兵
庫
県

●
各社局線の指定区間1日乗り放題
近鉄電車の指定区間1日乗り放題
奈良交通バスの指定区間1日乗り放題

阪急沿線から　2000円
阪神沿線から　1800円

神戸高速沿線から　2000円
大阪市交通局から　1600円
南海泉北沿線から　2000円

京都市営地下鉄から1600円
京阪沿線から　1500円

北大阪急行から　1700円
大阪モノレールから　2200円

神戸市営地下鉄から　2300円
神戸電鉄から　2500円
能勢沿線から　2300円

山陽沿線（明石より以東）から
2400円

山陽沿線（全線）から
2700円

2011.4.1～
2012.3.31

2011.4.1～
2012.4.30ま
でのお好き
な1日

利用期間中1日
間

[阪急電鉄]梅田、十三、塚口、西宮北口、夙川、三宮、豊中、石橋、川西能勢口、宝塚、淡路、茨木市、高槻市、北千里の各ごあんないセ
ンター
[阪神電車]阪神電車各駅（係員不在時を除く）
［神戸高速］高速神戸・新開地・高速長田の各駅
[大阪市交通局]地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六丁目を除く）、市営交通案内コーナー（新大阪・梅田・天王寺）、市営交通アクセ
スガイド（なんば）、グッズセンターなんば
[南海電鉄・泉北高速鉄道]南海電鉄各駅（関西空港駅、高野山駅など一部の駅を除く）、泉北高速鉄道各駅窓口および定期券うりば
[京都市交通局]市営地下鉄各駅、市バス・地下鉄案内所（交通局、京都駅前、京都駅地下街、北大路、烏丸御池駅）、定期券発売所（北
大路、四条、京都駅前、竹田、六地蔵、山科、三条京阪、二条）、地下鉄駅売店
[京阪電車]中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市、寝屋川市、香里園、枚方市、樟葉、中書島、丹波橋、祇園四条、三条、出町柳の各駅
[北大阪急行電鉄]千里中央、桃山台、緑地公園の各駅
[大阪モノレール]各駅改札窓口
[神戸市交通局]市営地下鉄各駅窓口・駅売店、サークルＫ西神中央駅店
[神戸電鉄]神戸電鉄主要駅、駅売店、神鉄グループ総合案内所、委託発売所
[能勢電鉄]平野駅、山下駅、川西能勢口ごあんないカウンター、平野駅コンビニ「リズミン」
[山陽電車（明石以東）]西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、板宿・垂水・明石の各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[山陽電車（全線）]明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、明石・東二見・高砂・飾磨・姫路の各定期券発売所、ご案内セン
ター（明石）

特急料金は含まず奈良・斑鳩1dayチケット 1日乗車券

神戸市交通局 ① 神戸
神戸市
中央区

兵
庫
県

府県域【兵庫】



自社
他社
連携

地域
連携

その
他

名称 乗車券種 発売期間 利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項
エリア／

府県
交通事業者

本社所在
地

主な運行エリア・主
な路線・周遊エリア

企画乗車券区分

● ●
スルッとＫＡＮＳＡＩ
神戸街めぐり１ｄａｙクーポン
（神戸エリア版）

神戸エリア

春夏
2011.4.1～
2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

春夏
2011.4.1～
2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

発売期間中の
お好きな1日

・神戸市営地下鉄（新神戸～三宮～新長田、および海岸線全線）、神戸高速線全線
（阪神、三宮含む）、ポートライナー全線
・神戸街遊券650円分
・シティーループバス1日乗車券の割引券

神戸エリア版　900円

神戸市営地下鉄／新神戸～三宮～新長田及び海岸線の各駅窓口
神戸高速／高速神戸・新開地・高速長田の各駅
ポートライナー／三宮・神戸空港の各駅
阪急電鉄／阪急三宮ごあんないカウンター
阪神電車／阪神三宮駅長室

● ● ●
ポーアイスケートチケット

乗車券＋入場料
2010.12.4～
2011.3.21

発売期間中の
利用当日1日・
1回限り有効

［ポートライナー版］ポートアイランドスケート場滑走券 １枚　＋ポートライナー往復
きっぷ（三宮～市民広場）
［神鉄拡大版］ポートライナー版＋神鉄全線～神戸高速往復きっぷ（神戸高速：湊川
～阪急または阪神三宮）
［地下鉄拡大版］ポートライナー版＋市営地下鉄 全線往復きっぷ

神戸市立青少年科学館、ＵＣＣコーヒー博
物館の入館料が割引

［ポートライナー版］1,400円
［神鉄拡大版］2,100円

［地下鉄拡大版］1,700円
※貸靴料は含まれていません

［ポートライナー版］ポートライナー三宮駅インフォメーション
［神鉄拡大版］神鉄主要駅、駅売店、神鉄グループ総合案内所
［神戸市営地下鉄版］
神戸市営地下鉄各駅窓口・駅売店、サークルＫ西神中央駅店

有効期間：スケート場休業日（12/23、1/6を除く水曜日
及び臨時休業日は除く

● ● 北神おでかけ1dayフリーパス 1日フリーパス
2010.10.8～
2011.2.28

発売期間中の
お好きな1日

基本版が北神・谷上駅と新神戸駅を経由して地下鉄・三宮駅間が、
１，０００円で１日乗り放題。阪急拡大版は、基本版区間および阪急神戸本線（三宮
～梅田）が、１，４００円で１日乗り放題となる企画乗車券
基本版が、３，０００枚・阪急拡大版が、１，０００枚の限定発売

有馬街道温泉すずらんの湯・弓削牧場・
神戸市立森林植物園・神戸花鳥園・ＨＥＰ
ＦＩＶＥ　観覧車　では、カード提示により、
割引等の特典

基本版　1000円
阪急拡大版　1400円

北神急行電鉄・谷上駅および神戸市営地下鉄 西神・山手線三宮駅お客様サービスコーナー

● のせでん　冬の親子でecoきっぷ 乗車券
2011.1.15～
2011.2.28

能勢電鉄全線（妙見ケーブル・リフトを除く）の割引乗車券（大人券4枚、小人券2枚） 近隣エリアでの優待割引 1000円 川西能勢駅サービスセンター、平野・山下の各駅・Rizumin（平野駅）、日生中央駅売店、津の国屋（妙見口駅前）

● 夏休みスタンプラリーパス 1日フリーパス
2010.7.17～
2010.8.31

発売期間中の
お好きな1日

｢劇場版　仮面ライダーＷ　FOREVER　ＡｔｏＺ/運命のガイアメモリ」
「映画ハートキャッチプリキュア！花の都でファッションショー・・・ですか？」のスタン
プラリーに便利な1日フリーきっぷ
有効区間
【阪急電鉄】全線（神戸高速を除く）
【阪神電車】全線（神戸高速を除く）
【能勢電鉄】全線（ケーブル・リフトを除く）

1300円
阪急電鉄サービスセンター、梅田駅インフォメーションギャラリー
阪神電車各駅長室、能勢電鉄平野駅・山下駅

● 阪急嵐電1日周遊パス 1日フリーきっぷ

春期
2011.3.12～
2011.6. 5
秋期
2011.10. 1～
2011.12.25

発売期間中の
お好きな1日

【阪急版】
阪急電鉄全線（神戸高速線を除く）、嵐電（京福電鉄）嵐山本線・北野線が乗り降り
自由
【能勢版】
阪急版＋能勢電鉄全線（ケーブル・リフトを除く）が乗り降り自由

阪急版　1300円

能勢版　1600円

[阪急版]阪急電鉄各駅(天神橋筋六丁目、神戸高速線を除く)
嵐電（京福電鉄）主要駅（四条大宮・帷子ノ辻・嵐山・北野白梅町の4駅）

[能勢版]能勢電鉄平野・山下の各駅、川西能勢口ごあんないカウンター

● 有馬・六甲周遊1dayパス 1日フリーパス
2011.3.19～
2011.12.25

発売期間中乗
車当日1日限り

有馬温泉と六甲山で使える乗車券
有馬温泉入浴券（金の湯or銀の湯）
※基本フリー版の他、阪急版、阪神版、能勢版、神鉄版、山陽明石以東版、山陽全
線版

有馬六甲山エリア施設の割引 2800円
[基本フリー版]神戸市営地下鉄、神戸電鉄、北神急行電鉄、阪急電鉄
[各エリア版]各線主要駅

● 有馬・六甲周遊2ｄａｙパス 2日フリーパス
2011.3.19～
2011.12.24

2011.3.19～
2011.12.25

利用期間中連
続する2日間

各沿線から有馬温泉までの乗車券＋六甲山で使える乗車券＋
有馬温泉入浴券（金の湯or銀の湯）セット

有馬六甲山エリア施設の割引

指定ホテル・旅館にて宿泊者様特別ご利
用券1000円分利用可

阪急版　3100円

能勢版　3400円

[阪急版]阪急電鉄ごあんないカウンター
[能勢版]能勢電鉄平野・山下の各駅、川西能勢口ごあんないカウンター

● 阪急阪神ニューイヤーチケット 1日フリーきっぷ
2010.12.20
～2011.1.1

2011.1.1～
2011.1.11
※1.1利用分
は12.31（18
時より）利用
可能

ご利用期間中
のお好きな1日

有効区間内が1日乗り放題

能勢電鉄全線・阪急電車・阪神電車・神戸高速全線（西代・湊川での乗降可）

付属の授与券記載の社寺や店舗にて、
祈念品の進呈や割引特典などあり

1300円
平野・山下の各駅、イートインコンビニ・Ｒｉｚｕｍｉｎ平野店、
川西能勢口サービスセンター

●
ＯＳＡＫＡ海遊きっぷ
（能勢版）

海遊館入館+1日
乗車券

2011.2.18～
2012.2.14

発売期間中お
好きな1日

海遊館の入館券がセットになった1日フリー乗車券
能勢電鉄全線（ケーブル・リフトを除く）、阪急電鉄全線（神戸高速線を除く）、大阪市
営地下鉄、ニュートラム、バス全線

きっぷを提示するだけで、観光施設（約30
施設）の料金が割引

能勢版　3100円 平野・山下の各駅、川西能勢口駅ごあんないカウンター

● 有馬太閤の湯クーポン
乗車券+太閤の
湯入館券

2011.4.1～
2012.3.31

2011.4.1～
2012.3.31

発売期間中の
お好きな1日

「有馬温泉 太閤の湯」の入館券がセットになった１日フリー乗車券

阪急電鉄：全線、神戸高速：阪急三宮駅～湊川駅間、
神戸電鉄：湊川駅～有馬温泉駅間
能勢電鉄全線（ケーブル・リフトを除く）　　が乗り降り自由

沿線施設割引券あり 能勢版　3000円 平野・山下の各駅、川西能勢口サービスセンター

● 有馬ジョイフルチケット 往復乗車券
2010.10.30
～
2010.11.30

発売期間中の
乗車当日限り

能勢全線各駅～(新開地経由)～神鉄有馬温泉駅の往復

※ほか、阪急版・神戸電鉄版・山陽明石以東版・山陽全線版あり

「有馬温泉　太閤の湯」入場割引
有馬温泉街各旅館の入浴ならびに食事
の割引券
有馬温泉街の飲食店・土産店および観光
施設の割引券
「金の湯」「銀の湯」入浴割引券
六甲有馬ロープウェイ・六甲ケーブル割
引券
「有馬ます池」入園券(券袋提示にて）

1700円
平野・山下の各駅、平野駅コンビニ「リズミン」
川西能勢口駅サービスセンター

● 六甲・まやエンジョイパス 1日フリーきっぷ
2011.3.20～
2011.11.30

発売期間中の
お好きな1日

瀬戸内海国立公園六甲・摩耶地区へのお出かけに
たいへん便利な1日フリー乗車券

※阪急版・阪神版・山陽明石以東版・山陽全線版あり

六甲・摩耶山上施設の優待券付 2200円
能勢電鉄の平野・山下の各駅、
川西能勢口ごあんないカウンター

能勢電鉄（株）①
川西市 兵庫県

川西市

兵
庫
県

府県域【兵庫】



自社
他社
連携

地域
連携

その
他

名称 乗車券種 発売期間 利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項
エリア／

府県
交通事業者

本社所在
地

主な運行エリア・主
な路線・周遊エリア

企画乗車券区分

● いい古都チケット 1日フリーきっぷ

春期
2011.3.12～
2011.6. 5
秋期
2011.10. 1～
2011.12.25

発売期間中の
お好きな1日

各沿線から京都までと京都市バス（定期観光バス除く）・地下鉄・京都バス(一部路線
を除く）が
1日乗り放題

※阪急阪神版・神戸高速版・能勢版・大阪市交通局版・神戸市営地下鉄版・神戸電
鉄版・山陽電鉄版（1・2）あり

京都市内主要観光地の優待特典クーポ
ンが付いたガイドマップ付

阪急阪神版　1600円
神戸高速版　1800円

能勢版　1900円
大阪市交通局版　2000円

神戸市営地下鉄版　2200円
神戸電鉄版　2500円

山陽明石以東版　2300円
山陽全線版　2800円

[阪急阪神版]阪急電鉄各駅（天神橋筋六丁目、神戸高速線を除く）、
梅田・尼崎・甲子園・御影・三宮の各駅長室と各駅（大阪難波、係員不在時を除く）
[神戸高速版]新開地、神戸高速、高速長田の各駅
[能勢版]能勢電鉄の平野・山下の各駅、川西能勢口ごあんないカウンター
[大阪市営地下鉄版]大阪市営地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六町目駅を除く）、市営交通案内コーナー（新大阪・梅田・天王寺）、
市営交通アクセスガイド（なんば）、グッズセンターなんば
[神戸市営地下鉄版]神戸市営地下鉄の各駅、駅売店ほか
[神戸電鉄版]神戸電鉄主要駅及び駅売店、神鉄グループ総合案内所ほか
[山陽電鉄版（明石以東）]西代、板宿、東須磨、須磨、垂水、明石の各駅・
板宿、垂水、明石の各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[山陽電鉄版（全線）]明石、東二見、高砂、大塩、飾磨、姫路、網干の各駅
明石、東二見、高砂、飾磨、姫路の各定期券発売所、ご案内センター（明石）

● 能勢・妙見・里山ぐるっとパス 1日フリーきっぷ
2011.3.19～
12.4

発売期間中の
お好きな1日

【阪急版】
阪急電鉄全線（神戸高速線を除く）
能勢電鉄全線（ケーブル・リフト含む）
阪急バス　日生中央～銀山口・川床口、山下駅前～汐の湯温泉前、妙見口駅～倉
垣間の全停留所ならびに歌垣局前、歌垣山登山口の各停留所、黒川ダリヤ園開園
期間中の妙見口駅～黒川ダリヤ園が乗り降り自由

※大阪モノレール版あり

1500円

[阪急電鉄]梅田・十三・塚口・西宮北口・夙川・三宮・豊中・石橋・川西能勢口・宝塚・淡路・茨木市・高槻市・桂・河原町・北千里の各主要駅

[能勢電鉄]平野・山下の各駅、平野駅コンビニ「リズミン」

[阪急バス]千里中央・桃山台・日生中央の各案内所、向日出張所

● シネマ＆ライナーセット券
往復乗車券＋
映画鑑賞券

8：00～19：
30

六甲アイランドにある神戸ファッションプラザ内の
『シネウェーブ六甲』と六甲ライナーの往復乗車券がセット

1600円 六甲ライナー　住吉駅およびアイランドセンター駅

● 観光周遊バス＆ベイ・シャトルセット券
往復乗車券＋
1日フリーパス＋
ベイシャトル

当日限り
シティー・ループバス(1日乗り放題券)、ポートライナー往復乗車券、神戸-関空ベイ
シャトル日帰り往復乗車券がセット

2500円
※平日は2200円

関西国際空港1階　ベイ・シャトルチケットカウンター
特急料金は含まず
海遊館休館日：2011/6/22・23、
2012/1/17～19,2/15・16

● ● ●
ポーアイスケートチケット

乗車券＋入場料
2010.12.4～
2011.3.21

発売期間中の
利用当日1日・
1回限り有効

［ポートライナー版］ポートアイランドスケート場滑走券 １枚　＋ポートライナー往復
きっぷ（三宮～市民広場）
［神鉄拡大版］ポートライナー版＋神鉄全線～神戸高速往復きっぷ（神戸高速：湊川
～阪急または阪神三宮）
［地下鉄拡大版］ポートライナー版＋市営地下鉄 全線往復きっぷ

神戸市立青少年科学館、ＵＣＣコーヒー博
物館の入館料が割引

［ポートライナー版］1,400円
［神鉄拡大版］2,100円

［地下鉄拡大版］1,700円
※貸靴料は含まれていません

［ポートライナー版］ポートライナー三宮駅インフォメーション
［神鉄拡大版］神鉄主要駅、駅売店、神鉄グループ総合案内所
［神戸市営地下鉄版］
神戸市営地下鉄各駅窓口・駅売店、サークルＫ西神中央駅店

有効期間：スケート場休業日（12/23、1/6を除く水曜日
及び臨時休業日は除く

● ●
スルッとＫＡＮＳＡＩ
神戸街めぐり１ｄａｙクーポン
（神戸エリア版）

神戸エリア

春夏
2011.4.1～
2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

春夏
2011.4.1～
2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

発売期間中の
お好きな1日

・神戸市営地下鉄（新神戸～三宮～新長田、および海岸線全線）、神戸高速線全線
（阪神、三宮含む）、ポートライナー全線
・神戸街遊券650円分
・シティーループバス1日乗車券の割引券

阪急線有効区間
神戸エリア+全線

神戸エリア版　900円

神戸市営地下鉄／新神戸～三宮～新長田及び海岸線の各駅窓口
神戸高速／高速神戸・新開地・高速長田の各駅
ポートライナー／三宮・神戸空港の各駅
阪急電鉄／阪急三宮ごあんないカウンター
阪神電車／阪神三宮駅長室

● 神戸－関空ベイシャトル＆ポートライナーセット券
片道乗車券＋ベ
イシャトル

通年

4/1～6/30
発売分は
7/31日まで
有効
※3ヶ月毎変
動

有効期間中乗
車当日限り有
効

神戸空港と関西空港を結ぶ「神戸・関空ベイ・シャトル」の片道乗船券とポートライ
ナーの片道乗車券がセット

1500円 ポートライナー三宮駅インフォメーションコーナー　関西国際空港チケットカウンター
※「太閤の湯」入館券は、日曜・祝日と
休館日（4/20,6/1・2、9/7,1/12）・ＧＷ（5/3～5）・お盆
（8/13～15）・お正月（1/1～3）は利用不可

北条鉄道（株） 加西市
兵庫県
加西市

● 1日乗車券 1日フリーパス
一日乗車券は、購入日に限り、お一人さまが何回でも乗り降りができる乗車券
ポートライナー専用、六甲ライナー専用、共通の3種あり

ポートライナー専用　700円
六甲ライナー専用　550円

共通　1200円
各駅券売機

● フリーキップ 1日フリーパス
ご乗車当日限
り

粟生～北条町駅の片道が400円、往復分の料金で北条鉄道が
1日乗り降り自由となる乗車券

800円

阪神電車：全線（神戸高速線を除く）
神戸市交通局：市バス16系統(阪神御影～阪急六甲経
由～六甲ケーブル下)、18系統(阪急六甲～摩耶ケーブ
ル下経由～三宮駅ターミナル前)
六甲摩耶鉄道：六甲ケーブル(六甲ケーブル下駅～六甲
山上駅)
六甲摩耶鉄道：六甲山上バス(乗り降り自由)
六甲摩耶鉄道・阪急バス：六甲摩耶スカイシャトルバス
(乗り降り自由)※阪急バスは六甲ケーブル山上駅～摩
耶ロープウェー山上駅間に限る)
神戸市都市整備公社：まやビューライン(まやケーブル・
まやロープウェー)

● 北神おでかけ1dayフリーパス 1日フリーパス
2010.10.8～
2011.2.28

発売期間中の
お好きな1日

基本版が北神・谷上駅と新神戸駅を経由して地下鉄・三宮駅間が、
１，０００円で１日乗り放題。阪急拡大版は、基本版区間および阪急神戸本線（三宮
～梅田）が、１，４００円で１日乗り放題となる企画乗車券
基本版が、３，０００枚・阪急拡大版が、１，０００枚の限定発売

有馬街道温泉すずらんの湯・弓削牧場・
神戸市立森林植物園・神戸花鳥園・ＨＥＰ
ＦＩＶＥ　観覧車　では、カード提示により、
割引等の特典

基本版　1000円
阪急拡大版　1400円

北神急行電鉄・谷上駅および神戸市営地下鉄 西神・山手線三宮駅お客様サービスコーナー

● 有馬・六甲周遊1dayパス 1日フリーパス
2011.3.19～
2011.12.25

発売期間中の
お好きな1日

有馬温泉・六甲山を周遊できる乗車券、有馬温泉「金の湯」または「銀の湯」の入館
券がセットになったお得なパス

有馬温泉、六甲山の施設優待券
基本フリー版　2300円

神鉄拡大版　2500
谷上駅窓口･駅売店

神戸市

能勢電鉄（株）②
川西市 兵庫県

川西市

兵
庫
県

北神急行電鉄（株） 神戸

神戸新交通（株）

●

ポートアイラン
ド、
六甲アイランド

神戸市

春期：
2011.4.1～
6.30

秋期：
2011.10.1～
11.30

高野山1dayチケット 1日フリーパス

各社局線の指定区間1日乗り放題
近鉄電車の指定区間1日乗り放題
奈良交通バスの指定区間1日乗り放題

発売期間中の
お好きな1日

各沿線から高野山までの1日乗り放題
南海りんかいバス乗り放題

※阪急版・阪神版・京阪版・近鉄版・大阪市交通局版・能勢版・山陽版・北大阪急行
版・大阪モノレール版

阪急沿線から　2000円
阪神沿線から　1800円

神戸高速沿線から　2000円
大阪市交通局から　1600円
南海泉北沿線から　2000円

京都市営地下鉄から1600円
京阪沿線から　1500円

北大阪急行から　1700円
大阪モノレールから　2200円

神戸市営地下鉄から　2300円
神戸電鉄から　2500円
能勢沿線から　2300円

山陽沿線（明石より以東）から
2400円

山陽沿線（全線）から
2700円

高野山内の施設拝観割引、お土産食事
割引

阪急版　3000円
阪神版　2900円
京阪版　3000円
近鉄版　2980円

大阪市交通局版　2850円
能勢版　3300円

山陽①（明石より以東版）
3300円

山陽②（全線版）　3600円
北大阪急行版　2900円

大阪モノレール版　3150円
神戸高速版　3000円

[阪急版]梅田、十三、塚口、西宮北口、夙川、三宮、豊中、石橋、川西能勢口、宝塚、淡路、茨木市、高槻市、桂、河原町、北千里の各ご案内カウンター
[阪神版]阪神電車各駅（大阪難波駅および係員不在時を除く）
[京阪版]中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市、寝屋川市、香里園、枚方市、樟葉、中書島、丹波橋、祇園四条、三条、出町柳の各駅
[近鉄版]大阪難波、近鉄日本橋、大阪上本町、鶴橋、布施、長瀬、近鉄八尾、河内山本、河内国分、五位堂、大和高田、大和八木、桜井、榛原、河内小阪、八
戸ノ里、河内花園、瓢箪山、生駒、東生駒、富雄、学園前、大和西大寺、近鉄奈良、高の原、近鉄郡山、天理、王寺、大阪阿部野橋、矢田、河内天美、河内松
原、藤井寺、古市、尺土、高田市、橿原神宮前、飛鳥、壺阪山、喜志、富田林、河内長野、近鉄御所の各駅
[大阪市交通局版]地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六丁目を除く）、市営交通案内コーナー（新大阪・梅田・天王寺）、市営交通アクセスガイド（なんば）、
グッズセンターなんば
[能勢版]川西能勢口ごあんないカウンター・平野駅・山下駅・平野駅コンビニ「リズミン」
[山陽①]西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、板宿・垂水・明石の各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[山陽②]明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、明石・東二見・高砂・飾磨・姫路の各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[北大阪急行版]千里中央・桃山台・緑地公園の各駅
[大阪モノレール版]大阪モノレール各駅
[神戸高速版]高速神戸・新開地・高速長田の各駅

● 奈良・斑鳩1dayチケット 1日乗車券
2011.4.1～
2012.3.31

[阪急電鉄]梅田、十三、塚口、西宮北口、夙川、三宮、豊中、石橋、川西能勢口、宝塚、淡路、茨木市、高槻市、北千里の各ごあんないセ
ンター
[阪神電車]阪神電車各駅（係員不在時を除く）
［神戸高速］高速神戸・新開地・高速長田の各駅
[大阪市交通局]地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六丁目を除く）、市営交通案内コーナー（新大阪・梅田・天王寺）、市営交通アクセ
スガイド（なんば）、グッズセンターなんば
[南海電鉄・泉北高速鉄道]南海電鉄各駅（関西空港駅、高野山駅など一部の駅を除く）、泉北高速鉄道各駅窓口および定期券うりば
[京都市交通局]市営地下鉄各駅、市バス・地下鉄案内所（交通局、京都駅前、京都駅地下街、北大路、烏丸御池駅）、定期券発売所（北
大路、四条、京都駅前、竹田、六地蔵、山科、三条京阪、二条）、地下鉄駅売店
[京阪電車]中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市、寝屋川市、香里園、枚方市、樟葉、中書島、丹波橋、祇園四条、三条、出町柳の各駅
[北大阪急行電鉄]千里中央、桃山台、緑地公園の各駅
[大阪モノレール]各駅改札窓口
[神戸市交通局]市営地下鉄各駅窓口・駅売店、サークルＫ西神中央駅店
[神戸電鉄]神戸電鉄主要駅、駅売店、神鉄グループ総合案内所、委託発売所
[能勢電鉄]平野駅、山下駅、川西能勢口ごあんないカウンター、平野駅コンビニ「リズミン」
[山陽電車（明石以東）]西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、板宿・垂水・明石の各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[山陽電車（全線）]明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、明石・東二見・高砂・飾磨・姫路の各定期券発売所、ご案内セン
ター（明石）

特急料金は含まず

2011.4.1～
2012.4.30ま
でのお好き
な1日

利用期間中1日
間

府県域【兵庫】



自社
他社
連携

地域
連携

その
他

名称 乗車券種 発売期間 利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項
エリア／

府県
交通事業者

本社所在
地

主な運行エリア・主
な路線・周遊エリア

企画乗車券区分

● ●
格安え～が（映画）なクーポン

乗車券＋入場料
2010.11.20
～2011.1.31

発売期間中の
利用当日1回限
り有効

映画館共通入場券と電車乗車券がセットになった券
［神鉄・高速版］神戸電鉄各駅から新開地経由で阪急・阪神三宮駅までの往復（高速
神戸駅でも乗降可。ただし下車した場合は前途無効）
［神鉄・北神・地下鉄版］神戸電鉄有馬線の鈴蘭台駅から有馬温泉駅間の各駅なら
いに、三田線および公園都市線の各駅から北神急行電鉄谷上駅経由で市営地下鉄
三宮駅までの往復
［北神版］北神急行電鉄谷上駅から市営地下鉄三宮駅までの往復
［地下鉄版］神戸市営地下鉄全線1日乗り放題（新神戸駅～谷上駅間は利用できま
せん）

神鉄・高速版　1600円
神鉄・北神・地下鉄版　2,200円

北神版　1,700円
神戸市営地下鉄版　1,600円

［神鉄・高速版］［神鉄・北神・地下鉄版］
神鉄主要駅窓口、駅売店、神鉄グループ総合案内所（鈴蘭台）、委託発売所
［北神急行版］北神急行谷上駅
［神戸市営地下鉄版］神戸市営地下鉄各駅窓口、駅売店、サークルK西神中央駅店

●
からとの湯　湯～遊～
クーポン

乗車券＋
入湯クーポン

2010.12.1～
2011.3.31

発売期間中の
お好きな1日
（乗車当日1回
限り有効）

唐櫃台駅前の“六甲の恵み　からとの湯”を格安料金でご利用いただけるお得な
クーポン

入湯の際にタオルをプレゼント
エリア版　1000円
全線版　1200円

神鉄主要駅窓口、駅売店、神鉄グループ総合案内所（鈴蘭台）、委託発売所

●
ポーアイスケートチケット
（神鉄拡大版）

乗車券＋入場料
2010.12.4～
2011.3.31

発売期間中の
利用当日1日・
1回限り有効

ポートアイランドスケート場滑走券 １枚
市営地下鉄 全線有効券 ２枚（下車時は前途無効）
ポートライナー乗車券（三宮～市民広場） ２枚（下車時は前途無効）

神戸市立青少年科学館、ＵＣＣコーヒー博
物館の入館料が割引

2100円 神鉄主要駅窓口、駅売店、神鉄グループ総合案内所（鈴蘭台）、委託発売所

● 神鉄・高速シニアパス
70歳以上フリー
パス

2010.10.1～
2011.3.31

発売期間中の
お好きな20日
間

神戸電鉄線・神戸高速線の全線がお好きな２０日間乗り放題
のフリーパスを、満７０歳以上のお客さま限定で発売

7000円 鈴蘭台駅、志染駅、その他主要駅等に特設発売場所

●
神鉄・高速全線
「日曜限定おでかけ4dayチケット」

4日フリーパス
2011.3.25～
2012.3.25

日曜日 日曜のお出かけに便利でお得な神鉄・高速全線が乗り放題の乗車券 1800円
神戸電鉄：主要駅、駅売店、神鉄グループ総合案内所、委託発売所
神戸高速鉄道：高速神戸・新開地・高速長田駅の各駅長室

● 明石おでかけきっぷ 往復乗車券
2011.4.1～
9.30

発売期間中の
お好きな1日
（乗車当日1回
限り有効）

神戸電鉄全線各駅から山陽明石駅までのお得な往復乗車券 1300円 神鉄主要駅窓口、駅売店、神鉄グループ総合案内所（鈴蘭台）、委託発売所

● 姫路おでかけきっぷ 往復乗車券
2011.4.1～
9.30

発売期間中の
お好きな1日
（乗車当日1回
限り有効）

神戸電鉄全線各駅から山陽姫路駅までのお得な往復乗車券 1800円 神鉄主要駅窓口、駅売店、神鉄グループ総合案内所（鈴蘭台）、委託発売所

● 栗生線　家族おでかけきっぷ 往復乗車券
2011.4.1～
7.31

発売期間中の
お好きな1日
（乗車当日1回
限り有効）

粟生線～神戸高速線全線間の運賃を大幅に割り引いたお得な乗車券
2300円

(大人2人＋小人1人の往復乗車
券をセット）

神鉄主要駅窓口、駅売店、神鉄グループ総合案内所（鈴蘭台）、委託発売所

● ● ●
ポーアイスケートチケット

乗車券＋入場料
2010.12.4～
2011.3.21

発売期間中の
利用当日1日・
1回限り有効

［ポートライナー版］ポートアイランドスケート場滑走券 １枚　＋ポートライナー往復
きっぷ（三宮～市民広場）
［神鉄拡大版］ポートライナー版＋神鉄全線～神戸高速往復きっぷ（神戸高速：湊川
～阪急または阪神三宮）
［地下鉄拡大版］ポートライナー版＋市営地下鉄 全線往復きっぷ

神戸市立青少年科学館、ＵＣＣコーヒー博
物館の入館料が割引

［ポートライナー版］1,400円
［神鉄拡大版］2,100円

［地下鉄拡大版］1,700円
※貸靴料は含まれていません

［ポートライナー版］ポートライナー三宮駅インフォメーション
［神鉄拡大版］神鉄主要駅、駅売店、神鉄グループ総合案内所
［神戸市営地下鉄版］
神戸市営地下鉄各駅窓口・駅売店、サークルＫ西神中央駅店

有効期間：スケート場休業日（12/23、1/6を除く水曜日
及び臨時休業日は除く

● 有馬ジョイフルチケット 往復乗車券
2010.10.30
～
2010.11.30

発売期間中の
乗車当日限り

神鉄全線各駅～神鉄有馬温泉駅までの往復乗車券

※ほか、阪急版①②・山陽明石以東版・山陽全線版・能勢版あり

「有馬温泉　太閤の湯」入場割引
有馬温泉街各旅館の入浴ならびに食事
の割引券
有馬温泉街の飲食店・土産店および観光
施設の割引券
「金の湯」「銀の湯」入浴割引券
六甲有馬ロープウェイ・六甲ケーブル割
引券
「有馬ます池」入園券(券袋提示にて）

800円 主要駅窓口・駅売店、神鉄グループ総合案内所、委託発売所

● 有馬・六甲周遊1dayパス 1日フリーパス
2011.3.19～
2011.12.25

発売期間中乗
車当日1日限り

有馬温泉と六甲山で使える乗車券+有馬温泉入浴券（金の湯or銀の湯）
※基本フリー版の他、阪急版、阪神版、能勢版、神鉄版、山陽明石以東版、山陽全
線版

有馬六甲山エリア施設の割引 2500円
[基本フリー版]神戸市営地下鉄、神戸電鉄、北神急行電鉄、阪急電鉄
[各エリア版]各線主要駅

満７０歳以上の方ご本人に、発売期間ごとに１枚限り
（発売時に免許証、各種保険証等で年齢確認）

● ＯＳＡＫＡ海遊きっぷ（神鉄版）
海遊館入館+
1日乗車券

2011.2.18～
2012.2.14

発売期間中の
お好きな1日

海遊館入館と神戸電鉄全線+神戸高速（湊川～阪急三宮）+阪急電車全線+大阪市
内版の有効区間がセットになった1日フリー乗車券

観光施設約30か所の入場料等が割引 3400円 神戸電鉄主要駅、販売店、神鉄グループ総合案内所、委託発売所

● いい古都チケット 1日フリーきっぷ

春期
2011.3.12～
2011.6. 5
秋期
2011.10. 1～
2011.12.25

発売期間中の
お好きな1日

各沿線から京都までと京都市バス（定期観光バス除く）・地下鉄・京都バス(一部路線
を除く）が
1日乗り放題

※阪急阪神版・神戸高速版・能勢版・大阪市交通局版・神戸市営地下鉄版・神戸電
鉄版・山陽電鉄版（1・2）あり

京都市内主要観光地の優待特典クーポ
ンが付いたガイドマップ付

阪急阪神版　1600円
神戸高速版　1800円

能勢版　1900円
大阪市交通局版　2000円

神戸市営地下鉄版　2200円
神戸電鉄版　2500円

山陽明石以東版　2300円
山陽全線版　2800円

[阪急阪神版]阪急電鉄各駅（天神橋筋六丁目、神戸高速線を除く）、
阪神電車各駅（神戸高速線、大阪難波駅、係員不在時を除く）、阪神電車各駅長室
[神戸高速版]新開地、神戸高速、高速長田の各駅
[能勢版]能勢電鉄の平野・山下の各駅、川西能勢口ごあんないカウンター
[大阪市営地下鉄版]大阪市営地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六町目駅を除く）、市営交通案内コーナー（新大阪・梅田・天王寺）、
市営交通アクセスガイド（なんば）、グッズセンターなんば
[神戸市営地下鉄版]神戸市営地下鉄の各駅、駅売店ほか
[神戸電鉄版]神戸電鉄主要駅及び駅売店、神鉄グループ総合案内所ほか
[山陽電鉄版（明石以東）]西代、板宿、東須磨、須磨、垂水、明石の各駅・
板宿、垂水、明石の各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[山陽電鉄版（全線）]明石、東二見、高砂、大塩、飾磨、姫路、網干の各駅
明石、東二見、高砂、飾磨、姫路の各定期券発売所、ご案内センター（明石）

● ●
スルッとＫＡＮＳＡＩ
神戸街めぐり１ｄａｙクーポン
（神鉄拡大版）

1日フリーきっぷ+
神戸街遊券

春夏
2011.4.1～
2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

春夏
2011.4.1～
2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

発売期間中の
お好きな1日

・神鉄全線+神戸エリアの路線
・神戸街遊券650円分
・シティーループバス1日乗車券の割引券
[神鉄有効区間]神戸エリア+全線

神鉄拡大版　1600円 湊川・鈴蘭台・志染の各駅 ※神戸エリア版（基本）は「共同企画」を参照

● ●
スルッとＫＡＮＳＡＩ
神戸街めぐり１ｄａｙクーポン
（北神・神鉄拡大版）

1日フリーきっぷ+
神戸街遊券

春夏
2011.4.1～
2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

春夏
2011.4.1～
2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

発売期間中の
お好きな1日

・北神急行全線+神鉄有馬線（鈴蘭台～有馬温泉）、三田線、公園都市線+神戸エリ
アの路線
・神戸街遊券650円分
・シティーループバス1日乗車券の割引券
[有効区間]
北神急行全線+神鉄有馬線（鈴蘭台～有馬温泉）、三田線、公園都市線+神戸エリア

北神・神鉄拡大版　1900円 神戸電鉄／有馬温泉・岡場・三田の各駅、北神急行電鉄／谷上 ※神戸エリア版（基本）は「共同企画」を参照

● ● 阪神・近鉄初詣1ｄａｙチケット 1日フリーきっぷ
2010.12.1～
2011.1.16

2011.1.1～
2011.1.16

ご利用期間中
のお好きな1日

阪神電車・神戸高速全線（バス除く）＋近鉄大阪難波駅～近鉄奈良間、生駒ケーブ
ル（鳥居前～宝山寺間）が1日フリー

・湊川神社、生田神社、西宮神社（西宮え
びす）のうちいずれか1神社の「祈念品」
引換券
・春日大社、宝山寺（生駒聖天）、石切神
社のうちいずれか1社寺の「おみくじ」引換
券

1500円

[近鉄]大阪難波～近鉄奈良駅間の各駅（枚岡、額田、石切、富雄、新大宮を除く）、
新田辺、高の原、近鉄郡山、天理、王寺の各駅
[阪神]阪神線各駅（係員不在時を除く）および、梅田、尼崎、甲子園、御影、三宮の各駅長室
[神戸高速]高速神戸、新開地、高速長田の各駅

おとな：限定10000枚
こども：限定1000枚

特急料金は含まず

神戸電鉄（株）
有馬三田線・栗
生線

兵
庫
県

●

神戸市
兵庫区

各社局線の指定区間1日乗り放題
近鉄電車の指定区間1日乗り放題
奈良交通バスの指定区間1日乗り放題

2011.4.1～
2012.3.31

奈良・斑鳩1dayチケット 1日乗車券

2011.4.1～
2012.4.30ま
でのお好き
な1日

利用期間中1日
間

阪急沿線から　2000円
阪神沿線から　1800円

神戸高速沿線から　2000円
大阪市交通局から　1600円
南海泉北沿線から　2000円

京都市営地下鉄から1600円
京阪沿線から　1500円

北大阪急行から　1700円
大阪モノレールから　2200円

神戸市営地下鉄から　2300円
神戸電鉄から　2500円
能勢沿線から　2300円

山陽沿線（明石より以東）から
2400円

山陽沿線（全線）から
2700円

[阪急電鉄]梅田、十三、塚口、西宮北口、夙川、三宮、豊中、石橋、川西能勢口、宝塚、淡路、茨木市、高槻市、北千里の各ごあんないセ
ンター
[阪神電車]阪神電車各駅（係員不在時を除く）
［神戸高速］高速神戸・新開地・高速長田の各駅
[大阪市交通局]地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六丁目を除く）、市営交通案内コーナー（新大阪・梅田・天王寺）、市営交通アクセ
スガイド（なんば）、グッズセンターなんば
[南海電鉄・泉北高速鉄道]南海電鉄各駅（関西空港駅、高野山駅など一部の駅を除く）、泉北高速鉄道各駅窓口および定期券うりば
[京都市交通局]市営地下鉄各駅、市バス・地下鉄案内所（交通局、京都駅前、京都駅地下街、北大路、烏丸御池駅）、定期券発売所（北
大路、四条、京都駅前、竹田、六地蔵、山科、三条京阪、二条）、地下鉄駅売店
[京阪電車]中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市、寝屋川市、香里園、枚方市、樟葉、中書島、丹波橋、祇園四条、三条、出町柳の各駅
[北大阪急行電鉄]千里中央、桃山台、緑地公園の各駅
[大阪モノレール]各駅改札窓口
[神戸市交通局]市営地下鉄各駅窓口・駅売店、サークルＫ西神中央駅店
[神戸電鉄]神戸電鉄主要駅、駅売店、神鉄グループ総合案内所、委託発売所
[能勢電鉄]平野駅、山下駅、川西能勢口ごあんないカウンター、平野駅コンビニ「リズミン」
[山陽電車（明石以東）]西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、板宿・垂水・明石の各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[山陽電車（全線）]明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、明石・東二見・高砂・飾磨・姫路の各定期券発売所、ご案内セン
ター（明石）

特急料金は含まず

府県域【兵庫】



自社
他社
連携

地域
連携

その
他

名称 乗車券種 発売期間 利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項
エリア／

府県
交通事業者

本社所在
地

主な運行エリア・主
な路線・周遊エリア

企画乗車券区分

● ● 阪急阪神ニューイヤーチケット 1日フリーきっぷ
2010.12.20
～2011.1.1

2011.1.1～
2011.1.11
※1.1利用分
は12.31（18
時より）利用
可能

ご利用期間中
のお好きな1日

有効区間内が1日乗り放題

【基本版】
阪急電車・阪神電車・神戸高速全線（西代・湊川での乗降可）
【能勢版】
上記基本版+能勢電鉄全線（ケーブル線を除く）

付属の授与券記載の社寺や店舗にて、
祈念品の進呈や割引特典などあり

基本版　1000円

能勢版　1300円

[基本版]
阪急阪神版・・・・阪急各駅（天神橋筋六丁目を除く）、阪急電鉄サービスセンター、
梅田駅インフォメーションギャラリー
阪神各駅（大阪難波　東鳴尾　洲先　武庫川団地前を除く）および駅長室
神戸高速線の高速神戸・新開地・高速長田の各駅で販売
 
[能勢版]川西能勢口駅サービスセンター、能勢電鉄の平野駅、山下駅で販売

● 三宮・姫路1dayチケット 1日フリーきっぷ
2011.4.1～
2012.3.31

2011.4.1～
2012.4.30

有効期間中の
お好きな1日

三宮～姫路間が1日乗り放題でお得 1400円
〔阪神電車〕三宮駅長室、三宮・元町の各駅売店、三宮阪神プレイガイド
〔神戸高速線〕高速神戸・新開地・高速長田の各駅

有効区間：
神戸高速：全線（阪神・阪急三宮、湊川を含む)
山陽電車：全線（バスを除く)

● 阪神・明石市内1dayチケット 1日フリーきっぷ
2011.4.1～
2012.3.31

2011.4.1～
2012.4.30

有効期間中の
お好きな1日

梅田・難波方面から明石市内（西二見駅まで）へのおでかけに大変お得で便利な1
日乗り放題の乗車券

1500円
〔阪神電車〕梅田・尼崎・甲子園・御影・三宮の各駅長室
〔神戸高速〕高速神戸・新開地・高速長田の各駅

有効区間
阪神電車：全線
神戸高速：阪神元町～西代
山陽電車：西代～西二見

● 三宮・明石市内1dayチケット 1日フリーきっぷ
2011.4.1～
2012.3.31

2010.4.1～
2011.4.30

有効期間中の
お好きな1日

三宮方面から明石市内（西二見駅まで）へのおでかけに大変お得で便利な1日乗り
放題の乗車券

1000円
〔阪神電車〕三宮駅長室
〔神戸高速〕高速神戸・新開地・高速長田の各駅

有効区間：
神戸高速：全線（阪神・阪急三宮、湊川を含む)
山陽電車：西代～西二見

● いい古都チケット 1日フリーきっぷ

春期
2011.3.12～
2011.6. 5
秋期
2011.10. 1～
2011.12.25

発売期間中の
お好きな1日

各沿線から京都までと京都市バス（定期観光バス除く）・地下鉄・京都バス(一部路線
を除く）が
1日乗り放題

※阪急阪神版・神戸高速版・能勢版・大阪市交通局版・神戸市営地下鉄版・神戸電
鉄版・山陽電鉄版（1・2）あり

京都市内主要観光地の優待特典クーポ
ンが付いたガイドマップ付

阪急阪神版　1600円
神戸高速版　1800円

能勢版　1900円
大阪市交通局版　2000円

神戸市営地下鉄版　2200円
神戸電鉄版　2500円

山陽明石以東版　2300円
山陽全線版　2800円

[阪急阪神版]阪急電鉄各駅（天神橋筋六丁目、神戸高速線を除く）、
梅田・尼崎・甲子園・御影・三宮の各駅長室と各駅（大阪難波、係員不在時を除く）
[神戸高速版]新開地、神戸高速、高速長田の各駅
[能勢版]能勢電鉄の平野・山下の各駅、川西能勢口ごあんないカウンター
[大阪市営地下鉄版]大阪市営地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六町目駅を除く）、市営交通案内コーナー（新大阪・梅田・天王寺）、
市営交通アクセスガイド（なんば）、グッズセンターなんば
[神戸市営地下鉄版]神戸市営地下鉄の各駅、駅売店ほか
[神戸電鉄版]神戸電鉄主要駅及び駅売店、神鉄グループ総合案内所ほか
[山陽電鉄版（明石以東）]西代、板宿、東須磨、須磨、垂水、明石の各駅・
板宿、垂水、明石の各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[山陽電鉄版（全線）]明石、東二見、高砂、大塩、飾磨、姫路、網干の各駅
明石、東二見、高砂、飾磨、姫路の各定期券発売所、ご案内センター（明石）

● 阪急阪神1dayパス 1日フリーきっぷ
2011.4.1～
2012.3.31

発売期間に
同じ

発売期間中の
お好きな1日

阪神電車全線・阪急電車全線・神戸高速全線（西代、湊川を含む）が乗り降り自由 1200円
〔阪神電車〕梅田・尼崎・甲子園・御影・三宮の各駅長室と各駅（大阪難波駅、および係員不在時を除く）
〔阪急電鉄〕阪急電鉄各駅（天神橋筋六丁目を除く）、阪急電鉄ごあんないカウンター
〔神戸高速〕神戸高速各駅（西代、湊川を除く）

● 神戸再発見！きっぷ 1日フリーきっぷ
2010.10.1～
2010.12.26

2010.10.～
2010.12.26

ご利用期間中
のお好きな1日

有効区間内1日乗り放題

【阪急・阪神梅田版】阪急電鉄：神戸本線
阪神電車：本線、阪神なんば線（尼崎～西九条）、武庫川線
神戸高速：全線
【阪急全線版】阪急電鉄・神戸高速全線
※ほか、阪神版・垂水・舞子版あり

阪急・阪神梅田版　700円
阪急全線版　1100円

[阪急・阪神梅田版]阪急電鉄：梅田・十三・塚口・西宮北口・夙川・三宮、
阪神電車：梅田・尼崎・甲子園・御影・三宮、　山陽電車：西代、　神戸電鉄：湊川、
神戸高速：高速神戸・新開地・高速長田

[阪急全線版]阪急電鉄：主要駅サービスセンター、　山陽電車：西代、　神戸電鉄：湊川、
神戸高速：高速神戸・新開地・高速長田

●
神戸再発見！きっぷ
（芦屋川・芦屋5ｄａｙ）

5日フリーきっぷ
2010.10.1～
2010.12.22

2010.10.1～
2010.12.26

ご利用期間中
の任意の5日

有効区間中の任意の5日、有効区間内乗り放題
阪急電車：芦屋川～三宮
阪神電車：芦屋～元町
神戸高速：全線

1900円

[阪急電鉄]芦屋川～三宮の各駅
[阪神電車]芦屋～元町の各駅
[山陽電車]西代　[神戸電鉄]湊川
[神戸高速]高速神戸・新開地・高速長田

●
阪神・山陽シーサイド1day
チケット

1日フリーきっぷ
2011.4.1～
2012.3.31

2011.4.1～
2012.4.30

有効期間中の
お好きな1日

阪神梅田・大阪難波～山陽姫路間が1日乗り放題！ 2000円 山陽電車主要駅、神戸高速主要駅、各契約発売所、
梅田・尼崎・甲子園・御影・三宮の各駅長室と各駅（東鳴尾、洲先、武庫川団地前の各駅、神戸高速線および係員不在時を除く）

有効区間
阪神電車：全線（バスを除く）
神戸高速：元町～西代
山陽電車：全線（バスを除く）

● ●
スルッとＫＡＮＳＡＩ
神戸街めぐり１ｄａｙクーポン
（神戸エリア版）

神戸エリア

春夏
2011.4.1～
2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

春夏
2011.4.1～
2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

発売期間中の
お好きな1日

・神戸市営地下鉄（新神戸～三宮～新長田、および海岸線全線）、神戸高速線全線
（阪神、三宮含む）、ポートライナー全線
・神戸街遊券650円分
・シティーループバス1日乗車券の割引券

阪急線有効区間
神戸エリア+全線

神戸エリア版　900円

神戸市営地下鉄／新神戸～三宮～新長田及び海岸線の各駅窓口
神戸高速／高速神戸・新開地・高速長田の各駅
ポートライナー／三宮・神戸空港の各駅
阪急電鉄／阪急三宮ごあんないカウンター
阪神電車／阪神三宮駅長室

● 垂水・舞子1dayチケット 1日フリーきっぷ
2011.4.1～
2012.3.31

2011.4.1～
2012.4.30

有効期間中の
お好きな1日

垂水（マリンピア神戸）、舞子（明石海峡大橋）のおでかけに
便利な1日乗車券

阪神版　1300円
三宮版　800円

[三宮版]山陽バス車内（有効区間内のみ）、垂水駅、垂水定期発売所、舞子定期券発売所、垂水駅東口売店、山陽バス観光センター、名
谷サービスセンター
神戸高速：高速神戸・新開地・高速長田の各駅
阪神電車：三宮駅長室　および各契約発売所

[阪神版]上記三宮版各発売所および
阪神梅田・尼崎・甲子園・御影の各駅長室

【阪神版】
阪神電車：全線（バスを除く）
神戸高速：阪神元町～西代
山陽電車：西代～西舞子
山陽バス：全線（高速バス、共同運行路線の神戸市バ
スおよび明石市バス、塩屋北町線、二見線、明石市コ
ミュニティバスは除く）
【三宮版】
神戸高速：阪神・阪急三宮～西代
山陽電車：阪神版と同じ区間
山陽バス：阪神版と同じ区間

兵
庫
県

●

阪急沿線から　2000円
阪神沿線から　1800円

神戸高速沿線から　2000円
大阪市交通局から　1600円
南海泉北沿線から　2000円

京都市営地下鉄から1600円
京阪沿線から　1500円

北大阪急行から　1700円
大阪モノレールから　2200円

神戸市営地下鉄から　2300円
神戸電鉄から　2500円
能勢沿線から　2300円

山陽沿線（明石より以東）から
2400円

山陽沿線（全線）から
2700円

奈良・斑鳩1dayチケット 1日乗車券
2011.4.1～
2012.3.31

[阪急電鉄]梅田、十三、塚口、西宮北口、夙川、三宮、豊中、石橋、川西能勢口、宝塚、淡路、茨木市、高槻市、北千里の各ごあんないセ
ンター
[阪神電車]阪神電車各駅（係員不在時を除く）
［神戸高速］高速神戸・新開地・高速長田の各駅
[大阪市交通局]地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六丁目を除く）、市営交通案内コーナー（新大阪・梅田・天王寺）、市営交通アクセ
スガイド（なんば）、グッズセンターなんば
[南海電鉄・泉北高速鉄道]南海電鉄各駅（関西空港駅、高野山駅など一部の駅を除く）、泉北高速鉄道各駅窓口および定期券うりば
[京都市交通局]市営地下鉄各駅、市バス・地下鉄案内所（交通局、京都駅前、京都駅地下街、北大路、烏丸御池駅）、定期券発売所（北
大路、四条、京都駅前、竹田、六地蔵、山科、三条京阪、二条）、地下鉄駅売店
[京阪電車]中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市、寝屋川市、香里園、枚方市、樟葉、中書島、丹波橋、祇園四条、三条、出町柳の各駅
[北大阪急行電鉄]千里中央、桃山台、緑地公園の各駅
[大阪モノレール]各駅改札窓口
[神戸市交通局]市営地下鉄各駅窓口・駅売店、サークルＫ西神中央駅店
[神戸電鉄]神戸電鉄主要駅、駅売店、神鉄グループ総合案内所、委託発売所
[能勢電鉄]平野駅、山下駅、川西能勢口ごあんないカウンター、平野駅コンビニ「リズミン」
[山陽電車（明石以東）]西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、板宿・垂水・明石の各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[山陽電車（全線）]明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、明石・東二見・高砂・飾磨・姫路の各定期券発売所、ご案内セン
ター（明石）

特急料金は含まず

神戸高速㈱

阪急三宮～高
速神戸
山陽西代～阪
神元町
神鉄湊川～新
開地

神戸市
中央区

利用期間中1日
間

各社局線の指定区間1日乗り放題
近鉄電車の指定区間1日乗り放題
奈良交通バスの指定区間1日乗り放題

2011.4.1～
2012.4.30ま
でのお好き
な1日

府県域【兵庫】



観光来訪者に向けた企画乗車券の商品造成・広報のあり方に関する調査　基礎資料　①鉄道 府県域（滋賀）

自社
他社
連携

地域
連携

その
他

名称 乗車券種 発売期間 利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項

●
江～姫たちの戦国～
「合格きっぷ」

往復乗車券
2010.12.25
～2011.2.28

2010.12.25
～2011.1.31

乗車日共2日
有効

大河ドラマ「江～姫たちの戦国～」を記念した絵馬型乗車券
※乗車券は往復（彦根⇔太郎坊宮前区間）

1380円
近江鉄道主要各駅窓口（米原・彦根・高宮・八日市・近江八幡・
日野・貴生川）
※2011.1.1 ～1.5は、多賀大社前駅でも発売

●
日野雛電レール＆バス
「日野ひなきっぷ」

電車・バス乗降
自由乗車券

2011.219～
3.6間の土日
曜日

利用期間の土
日当日限り有
効

近江鉄道電車全区間１日フリー乗車
近江鉄道日野駅から向町間１日フリー乗車

日野商人館入館料：
通常300円→250円
日野まちかど感応館：特産品１割引もしく
は喫茶飲み物100円引

1000円 近江鉄道米原・彦根・八日市・近江八幡・日野・貴生川の各駅

●
近江ゆかりの戦国武将
「家紋入り乗車券・入場券セット」

乗車券+入場券
2011.1.25よ
り毎月25日

2011.1.25～
2011.11.25

発売日当日限
り有効

近江ゆかりの戦国武将「家紋入り乗車券・入場券」のセット
1月浅井長政、2月織田信長、3月明智光秀、4月豊臣秀次　～以降
11月まで発売
※１月「乗車券：近江鉄道米原駅→尼子駅区間」「入場券米原駅」

600円
近江鉄道主要各駅窓口（米原・彦根・高宮・八日市・近江八幡・
日野・貴生川）

●
日野・五個荘・近江八幡
「近江商人1dayパス」

1日フリーパス
2010.4.1～
2011.3.31

当日1日限り
※近江商人関
係施設の休館
日【毎月月曜
日（国民の祝
日に当たる日
を除く）、
国民の祝日の
翌日、年末・年
始】は発売せず

近江鉄道電車１日フリー券と近江商人屋敷（町並み）までの往復バ
ス代、近江商人資料館入館料をセットにした乗車券

1800円
近江鉄道各駅（米原・彦根・高宮・愛知川・八日市・近江八幡・日
野・貴生川）、近江八幡駅前観光案内所ほか

● 新緑の湖東三山アクセスきっぷ 1日フリーパス
2011.4.29～
5.5

乗車日1日限り
近江鉄道電車＋湖東三山シャトルバス
　一日乗り降り自由フリー乗車

1000円 近江鉄道主要駅、近江鉄道旅行センター

比叡山鉄道（株） 比叡山
滋賀県
大津市

● 新春特別企画乗車券 乗車券＋参拝券
2011.1.5～
2011.2.28

2011.1.5～
2011.2.28

ご利用当日1日
有効

乗車券、ケーブルカーの往復券、延暦寺の参拝券がセットになった
乗車券

1500円
「湖都古都おおつ1dayきっぷ」京都地下
鉄・京阪大津線1dayチケットを利用の方
対象

● Oh！！福カエルきっぷ 往復乗車券 2010.1.18～
発売日共2日
間

信楽焼きの葉っぱ（カエル3匹乗り）の乗車券。信楽～貴生川間大
人2名の往復乗車券

1800円 信楽高原鐵道　信楽駅 1000枚限定

● 卯年親子キップ 往復乗車券
2010.11.16
～

～
2011.12.31

信楽焼陶器製の乗車券。
大人1名・小人1名の信楽～貴生川間往復乗車券

1360円 信楽高原鐵道　信楽駅 2000枚限定

企画乗車券

信楽～貴生川
滋賀県
甲賀市

米原～近江八
幡～貴生川

滋賀県
彦根市

区分

交通事業者
本社所在

地

主な運行エリア・
主な路線・周遊エ

リア

滋
賀
県

近江鉄道（株）

信楽高原鐵道（株）

エリア
／府
県

府県域【滋賀】



観光来訪者に向けた企画乗車券の商品造成・広報のあり方に関する調査　基礎資料　②バス（京阪神エリア/大阪）

自社
他社
連携

地域
連携

その
他 名称 乗車券種 発売期間 利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項

●
ＯＳＡＫＡ海遊きっぷ
（大阪市内版）

海遊館入館券
+

1日フリーきっ
ぷ

2011.2.18～
2012.2.14

発売期間中の
お好きな1日

海遊館の入館＋
電車・バスに1日乗り放題

観光施設約30か所の入場料等が
割引

2400円
地下鉄全駅長室、地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六丁目除く）、市営交通案内コーナー（新大阪・梅田・天王寺）、
グッズセンターなんば、市営交通アクセスガイド（なんば）、
地下鉄駅構内売店、大阪市ビジターズインフォメーションセンター（新大阪、梅田、難波、天王寺）、関西国際空港など

●
ひらパーGO！GO！チケット
（大阪市交通局版）

往復乗車券+
入園券

2011.3.12～
2012.2.26

発売日当日

大阪市営地下鉄・ニュートラム・バス全線+
京阪（守口市駅⇔枚方公園駅）+京阪指定区間乗り降り自由
+ひらかたパーク入園

園内乗り物1日乗り放題フリーパス割
引

1650円

地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六丁目駅を除く）
市営交通案内コーナー（新大阪・梅田・天王寺）
市営交通アクセスガイド（なんば）
グッズセンターなんば

●
鞍馬・祇園1ｄａｙチケット
（大阪市交通局版）

1日フリー
パス

2011.4.1～
2012.3.31

発売期間中の
お好きな1日

大阪から京都洛北エリアを満喫できるお得なチケット

大阪市営地下鉄・ニュートラム・バス全線（フリー）
京阪守口市駅～祇園四条駅（往復）
叡山電鉄全線（フリー）

叡山電車沿線の施設を優待料金で
利用できる

1900円

大阪市営地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六丁目駅を除く）
市営交通案内コーナー（新大阪・梅田・天王寺）
市営交通アクセスガイド（なんば）
グッズセンターなんば

● 大阪出張きっぷ
往復乗車券+1
日乗車券

2011.4.1～
2012.3.31

乗車日当日に
限り有効

空港特急ラピート片道乗車券・特急券
関西空港駅→なんば駅
大阪市営地下鉄・ニュートラム・バス全線1日フリー乗車券

1500円 関西空港駅、空港総合サービスセンター
英語版・中国語版・韓国語版あり
「ＹＯＫＯＳＯ！ＯＳＡＫＡ　ＴＩＣＫＥＴ」

●
ようこそ大阪きっぷ
（大阪出張きっぷ海外版）

往復乗車券+1
日乗車券

1年中
（通年）

乗車日当日に
限り有効

空港特急ラピート片道乗車券・特急券
関西空港駅→なんば駅
大阪市営地下鉄・ニュートラム・バス全線1日フリー乗車券

※大阪市交通局の1日フリー乗車券提
示で大阪市内の施設割引あり

海外代理店で発売した
クーポンと引換

関西空港駅　空港総合サービスセンター
パンフレット
英語版・中国語版・韓国語版あり

● 1日乗車券 1日乗車券 乗車日当日
適用区間内を自由に乗り降りできるお得な乗車券
※豊中市内線版・千里ﾆｭｰﾀｳﾝ線版・池田市内線版・芦屋市
内線版・西宮市内線版・宝塚市内線版

650円
阪急バス各発売窓口
※券種により、購入できる窓口が異なります

●
有馬温泉 太閤の湯バス得
チケット

特定路線バス
と温泉のセット

～2011.3.31 利用日1日 バス乗車券＋有馬温泉、太閤の湯入館券
同館売店5％割引
町内土産店等で割引サービス

大阪発　3500円
宝塚発　2400円
芦屋発　2500円
西宮発　2500円

阪急バス各案内所、券売所

● 光明寺周遊パス
期間限定乗降
フリーパス

2009.11.6～
12.20

利用日1日
阪急電車全線＋長岡天神駅～光明寺間の阪急バス光明寺
路線が1 日乗降フリー

　　－ 1100円 阪急電鉄駅サービスセンター、梅田駅インフォメーションギャラリー

● 能勢・妙見・里山ぐるっとパス
1日フリーきっ
ぷ

2011.3.19～
12.4

発売期間中の
お好きな1日

【阪急版】
阪急電鉄全線（神戸高速線を除く）
能勢電鉄全線（ケーブル・リフト含む）
阪急バス　日生中央～銀山口・川床口、山下駅前～汐の湯
温泉前、妙見口駅～倉垣間の全停留所ならびに歌垣局前、
歌垣山登山口の各停留所、黒川ダリヤ園開園期間中の妙
見口駅～黒川ダリヤ園が乗り降り自由

※大阪モノレール版あり

1500円

[阪急電鉄]梅田・十三・塚口・西宮北口・夙川・三宮・豊中・石橋・川西能勢口・宝塚・淡路・茨木市・高槻市・桂・河原町・北千
里の各主要駅

[能勢電鉄]平野・山下の各駅、平野駅コンビニ「リズミン」

[阪急バス]千里中央・桃山台・日生中央の各案内所、向日出張所

特急料金は含まず●
利用期間中1
日間

各社局線の指定区間1日乗り放題
近鉄電車の指定区間1日乗り放題
奈良交通バスの指定区間1日乗り放題

阪急沿線から　2000円
阪神沿線から　1800円

神戸高速沿線から　2000円
大阪市交通局から　1600円
南海泉北沿線から　2000円

京都市営地下鉄から1600円
京阪沿線から　1500円

北大阪急行から　1700円
大阪モノレールから　2200円

神戸市営地下鉄から　2300円
神戸電鉄から　2500円
能勢沿線から　2300円

山陽沿線（明石より以東）から
2400円

山陽沿線（全線）から
2700円

奈良・斑鳩1dayチケット
2011.4.1～
2012.3.31

2011.4.1～
2012.4.30まで
のお好きな1日

[阪急電鉄]梅田、十三、塚口、西宮北口、夙川、三宮、豊中、石橋、川西能勢口、宝塚、淡路、茨木市、高槻市、北千里の各
ごあんないセンター
[阪神電車]阪神電車各駅（係員不在時を除く）
［神戸高速］高速神戸・新開地・高速長田の各駅
[大阪市交通局]地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六丁目を除く）、市営交通案内コーナー（新大阪・梅田・天王寺）、市
営交通アクセスガイド（なんば）、グッズセンターなんば
[南海電鉄・泉北高速鉄道]南海電鉄各駅（関西空港駅、高野山駅など一部の駅を除く）、泉北高速鉄道各駅窓口および定期
券うりば
[京都市交通局]市営地下鉄各駅、市バス・地下鉄案内所（交通局、京都駅前、京都駅地下街、北大路、烏丸御池駅）、定期
券発売所（北大路、四条、京都駅前、竹田、六地蔵、山科、三条京阪、二条）、地下鉄駅売店
[京阪電車]中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市、寝屋川市、香里園、枚方市、樟葉、中書島、丹波橋、祇園四条、三条、
出町柳の各駅
[北大阪急行電鉄]千里中央、桃山台、緑地公園の各駅
[大阪モノレール]各駅改札窓口
[神戸市交通局]市営地下鉄各駅窓口・駅売店、サークルＫ西神中央駅店
[神戸電鉄]神戸電鉄主要駅、駅売店、神鉄グループ総合案内所、委託発売所
[能勢電鉄]平野駅、山下駅、川西能勢口ごあんないカウンター、平野駅コンビニ「リズミン」
[山陽電車（明石以東）]西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、板宿・垂水・明石の各定期券発売所、ご案内センター
（明石）
[山陽電車（全線）]明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、明石・東二見・高砂・飾磨・姫路の各定期券発売所、
ご案内センター（明石）

大阪エリアの電車・バスに1日乗り放題
ガイドブックに添付のクーポンで14施
設、約40店舗で割引が受けられる

2000円

大阪市交通局：地下鉄全駅長室、地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六丁目駅を除く）、市営交通案内コーナー（新大
阪・梅田・天王寺）、市営交通アクセスガイド（なんば）、グッズセンターなんば、地下鉄駅構内売店
阪急電鉄：梅田、十三、淡路駅の各ごあんないカウンター
阪神電車：梅田〜尼崎、阪神なんば線各駅（係員不在時を除く）
京阪電車：中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市の各駅事務室
近畿日本鉄道：大阪難波、近鉄日本橋、大阪上本町、鶴橋、今里、大阪阿部野橋、河堀口、北田辺、今川、矢田の各駅
南海電鉄：なんば、新今宮、住吉大社、堺、汐見橋、住吉東、堺東
施設：大阪市ビジターズインフォメーションセンター（大阪市観光案内所［新大阪・梅田・天王寺・難波］）、関西国際空港KAAト
ラベルデスク、その他施設など
ホテル：
■新大阪周辺
ヴィアイン新大阪、 ホテルクライトン新大阪
■梅田(キタ)周辺
大阪マルビル 大阪第一ホテル、 ホテルグランヴィア大阪、 ホテルモントレ大阪、 大阪新阪急ホテル、 アパホテル＜大阪天
満＞、 ホテルグリーンプラザ大阪、 トーコーシティホテル梅田、 大阪 東急イン、 ANAクラウンプラザホテル大阪、 ホテル阪
神
■OAP／大阪城周辺
帝国ホテル大阪、 アパヴィラホテル＜大阪谷町四丁目駅前＞、 アパホテル＜大阪谷町＞、 ホテルモントレ ラ・スール大阪、
■中之島／本町周辺
アパホテル＜大阪肥後橋駅前＞、 アパヴィラホテル＜淀屋橋＞、 アパホテル＜御堂筋本町駅前＞、 三井ガーデンホテル
大阪淀屋橋、 シティルートホテル
■難波(ミナミ)周辺
なんばオリエンタルホテル、 ホテルメトロ Ｔｈｅ２１、 大和屋本店、 道頓堀ホテル、 ホテルクロスオーバー、 ホテルモントレグ
ラスミア大阪、 ホテル心斎橋ライオンズロック
■天王寺周辺
アパホテル＜天王寺駅前＞
■ベイエリア
ホテルシーガルてんぽーざん大阪、 ベストウェスタン・ジョイテル大阪
■郊外(尼崎市、堺市)
尼崎セントラルホテル、 都ホテルニューアルカイック、 リーガロイヤルホテル堺

【大阪周遊パス取り扱い旅行会社】
※大阪エリア版（2,000円）のみ発売。　※引換クーポンを発行。
JTB、近畿日本ツーリスト、KNTツーリスト、日本旅行、JR東海ツアーズ、JR九州旅行、トップツアー、東武トラベル、名鉄観光
サービス、農協観光、京王観光、小田急トラベル、京急観光、阪急交通社、JTA商事、JALツアーズ、全日空スカイホリデー、
シティライントラベル、ホワイトベアーファミリー、南海国際旅行、京阪交通社、日通旅行、ひろでん中国新聞旅行、防長トラベ
ル、札幌通運、タビックスジャパン、エイチ・アイ・エス、ビッグホリデー、東京急行電鉄テコプラザ、JR北海道ツインクルプラ
ザ、JR東日本びゅうプラザ、西鉄旅行

【引き渡し場所】
旅行会社発行の引換クーポン券をお持ちの方は、大阪市内4ヵ所の大阪市ビジターズインフォメーションセンター（大阪市観
光案内所［新大阪・梅田・天王寺・難波］）と市営交通アクセスガイド（なんば）で大阪周遊パスと交換いたします。なお、交換
の際、窓口でガイドブックをお渡しいたしますので、利用法など詳しくはガイドブックをご覧ください。
※大阪市ビジターズインフォメーションセンターでは、観光全般、ショッピング、食事、宿泊に関する最新の情報を地図やガイ
ドブックとともに提供しています。
※年末年始の引換につきましては、事前に来阪ビジター周遊促進委員会までお問い合せください。

ご利用期間中
のお好きな1日

大
阪
府

大阪市交通局 
大阪市内・
近郊

大阪市

阪急バス（株）　　　 
大阪を中心とす
る阪急電車営
業エリア

豊中市　　　

大阪周遊パス
（大阪エリア版）

1日観光乗車
券+観光施設
入場

1日乗車券

春夏
2011.4.1～
2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

春夏
2011.4.1～
2011.10.31
秋冬
2011.10.1～
2012.4.30

●

企画乗車券区分エリ
ア／
府県

交通事業者 所在地
主な運行エリア・
主な路線・周遊エ

リア

バス【大阪】



● 堺・住吉まん福チケット
1日フリーきっ
ぷ

2011.3.19～
11.30

発売期間中の
お好きな1日

大阪唯一のチン電「阪堺電車」全線と南海電車、南海バス
の指定区間が1日乗り放題

【南海版】
南海電鉄：なんば～浜寺公園、なんば～中百舌鳥、汐見橋
～岸里玉出
阪堺電気軌道：全線、南海バス：堺市内指定区間
【阪神版】
阪神電車：全線（神戸高速線除く）＋南海版有効区間
【山陽明石以東版】
山陽電車：西代～明石駅間、神戸高速線：西代～阪神元町
駅間、阪神電車：全線
＋南海版有効区間
【山陽全線版】
山陽電車：全線、神戸高速線：西代～元町駅間、阪神電車：
全線＋南海版有効区間

利用日当日チケットの呈示で、指定さ
れた施設・飲食店で特典あり
アンケート回答でプレゼントあり（抽選
合計20名様）

　　南海版　1000円
阪神版　1600円

山陽明石以東版　2200円
山陽全線版　2500円

[南海版]
南海電鉄：有効区間内各駅（無人の場合を除く）
阪堺電気軌道：天王寺駅前、南霞町、我孫子道、浜寺駅前の各乗車券発売所
※浜寺駅前乗車券発売所は日・祝日休業
南海バス：堺営業所、堺東案内所、金岡車庫、東山営業所
[阪神版]
阪神梅田・尼崎・甲子園・御影・三宮の各駅長室
[山陽明石以東版]
西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、板宿・垂水・明石の各定期券販売所、ご案内センター(明石）
[山陽全線版]
明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、明石・東二見・高砂・飾磨・姫路の各駅定期券発売所

● 堺おもてなしチケット 1日フリーパス 2011.3.1～ 乗車日当日
阪堺電車(我孫子道～浜寺駅前間）と南海バス（堺市中心部
の指定エリア）が1日乗り放題

チケットの提示で優待施設にて
各種特典あり

480円

阪堺電車：我孫子道、浜寺駅前の各乗車券発売所
南海バス：堺東案内所、堺駅バス定期券発売所、堺営業所
コンビニ：アンスリー（堺東店・堺店）
観光案内所：堺東観光案内所、堺駅観光案内所、大仙公園観光案内所
その他 ：堺ホテル協会加盟ホテル（一部除く）と堺区の一部ホテル（4月1日より発売予定）
※堺東観光案内所、堺駅バス定期発売所、浜寺駅前乗車券発売所は、日曜・祝日・年末年始は休業

大阪空港交通（株）
大阪国際空港
（伊丹）～関西
主要都市

池田市 ● 大阪楽々きっぷ
大阪市交通局
とのジョイント

2011.3.1～
2012.3.31

購入日当日
限り

空港→大阪駅周辺・なんば（ＯＣＡＴ）・上本町・あべの橋の
いずれか1路線＋大阪市営地下鉄・ニュートラム・バス全線
が1日乗り放題

大阪市内の観光名所や施設にて提示
割引特典あり

1200円 大阪空港交通バス案内窓口

南海バス（株）
大阪を中心とす
る南海電車営
業エリア

大阪市

バス【大阪】



観光来訪者に向けた企画乗車券の商品造成・広報のあり方に関する調査　基礎資料　②バス（京阪神エリア/京都）

自社
他社
連携

地域
連携

その
他 名称 乗車券種 発売期間 利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項

● 京都観光1日乗車券
1日乗車フリー
パス

通年 利用日1日
市バス全路線、地下鉄全路線、京都バス（一部区間除外）が
1日乗り降り自由

　　－
1200円 ・地下鉄駅券売機、市バス営業所、各案内所、定期券発売所、市内

主要観光ホテル、旅館、店舗、（東京）京都館、旅行代理店
旅行代理店では引き換えクーポン販
売

● 京都観光2日乗車券
2日乗車フリー
パス

通年
利用開始日
から連続す
る2日間

市バス・地下鉄全線、京都バス（一部区間除外）が2日間
乗り降り自由

　　－ 2000円
・地下鉄駅券売機、市バス営業所、各案内所、定期券発売所、市内
主要観光ホテル、旅館、店舗、（東京）京都館、旅行代理店

●
京都観光1日乗車券
（山科・醍醐拡大版）

優待付1日乗車
フリーパス

2009.12.24～
2012.3.31

発売期間中
の1日

市バス全路線、地下鉄全路線、京都バス（一部区間除外）、
京阪バス（山科・醍醐エリア）及び市内中心路線

岩屋寺、勧修寺他の拝観料優待割引 1300円
・地下鉄駅券売機、市バス営業所、各案内所、定期券発売所、市内
主要観光ホテル、旅館、店舗、（東京）京都館、旅行代理店

販売時に京都観光ガイドマップ（社
寺、観光施設で利用可能な優待クー
ポン付）配布

●
京都修学旅行1ｄａｙチケット
（修学旅行用）

1日フリーパス 通年発売 利用日1日

学校単位で発売する、修学旅行専用の便利でお得なチケット

京都市バス全線（定期観光路線を除く）、市営地下鉄全線
京都バス（一部路線を除く）に1日何回でも乗降可

約230箇所の寺院・神社・施設等におい
て
「京都修学旅行パスポート」の優待を
うける事ができる

900円
京都市・京都観光推進協議会が運営するホームページ
「きょうと修学旅行ナビ」で受付

● 京都観光1日乗車券「京めぐり」
関西私鉄各社
企画乗車券

2011.1.11～
2011.12.25

利用日1日
近鉄線特定区間乗降～京都。市バス、地下鉄全線及び京都
バス特定区間乗降自由

　　－
京めぐり①　1800円
京めぐり②　2100円

近鉄特定駅
指定路線区間内乗降駅により値段
は異なる

● いい古都チケット
1日フリーきっ
ぷ

春期
2011.3.12～
2011.6. 5
秋期
2011.10. 1～
2011.12.25

発売期間中
のお好きな1
日

各沿線から京都までと京都市バス（定期観光バス除く）・地下
鉄・京都バス(一部路線を除く）が
1日乗り放題

※阪急阪神版・神戸高速版・能勢版・大阪市交通局版・神戸
市営地下鉄版・神戸電鉄版・山陽電鉄版（1・2）あり

京都市内主要観光地の優待特典クー
ポンが付いたガイドマップ付

阪急阪神版　1600円
神戸高速版　1800円

能勢版　1900円
大阪市交通局版　2000円

神戸市営地下鉄版　2200円
神戸電鉄版　2500円

山陽明石以東版　2300円
山陽全線版　2800円

[阪急阪神版]阪急電鉄各駅（天神橋筋六丁目、神戸高速線を除
く）、
梅田・尼崎・甲子園・御影・三宮の各駅長室と各駅（大阪難波、係員
不在時を除く）
[神戸高速版]新開地、神戸高速、高速長田の各駅
[能勢版]能勢電鉄の平野・山下の各駅、川西能勢口ごあんないカウ
ンター
[大阪市営地下鉄版]大阪市営地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋
筋六町目駅を除く）、市営交通案内コーナー（新大阪・梅田・天王
寺）、市営交通アクセスガイド（なんば）、グッズセンターなんば
[神戸市営地下鉄版]神戸市営地下鉄の各駅、駅売店ほか
[神戸電鉄版]神戸電鉄主要駅及び駅売店、神鉄グループ総合案内
所ほか
[山陽電鉄版（明石以東）]西代、板宿、東須磨、須磨、垂水、明石の
各駅・
板宿、垂水、明石の各定期券発売所、ご案内センター（明石）
[山陽電鉄版（全線）]明石、東二見、高砂、大塩、飾磨、姫路、網干
の各駅
明石、東二見、高砂、飾磨、姫路の各定期券発売所、ご案内セン
ター（明石）

● ● 京阪みやこ漫遊チケット １日乗車券
2011.3.5～6.5
2011.10.1～
12.25

発売期間中
のお好きな1
日

京阪電車、京都市営地下鉄・バス、京都バスの有効区間が
1日乗り放題

京都観光ガイドマップ付
チケット呈示で、琵琶湖汽船「ミシガンク
ルーズ」を優待料金で利用可

1600円
中之島、 淀屋橋、 天満橋、 京橋、 守口市、 寝屋川市、 香里園、
枚方市、 樟葉、 中書島、 丹波橋、 東福寺、 七条、 祇園四条、 三
条、 出町柳、 京阪山科、 四宮、 浜大津の各駅

有効区間
［京阪電車］京阪線、男山ケーブル、
京津線（御陵駅～浜大津駅）
［京都市営地下鉄］ 全線（烏丸線・東
西線）
［京都市バス］ 全線（定期観光バス
を除く）
［京都バス］ 京都市内均一制区間路
線、
嵐山・大原地区（大原、岩倉村松、岩
倉実相院、一条山、京都産業大学
前、柊野別れ、高雄、清滝、苔寺・す
ず虫寺を限度とする範囲内）の路線
（比叡山線、季節運行路線を除く）

● 京の遊々きっぷ
東海道新幹線
とのジョイント

通年
（特定期間除
く）

利用日1日
東海道新幹線の発駅～京都駅までの往復キップに京都観光
1日乗車券をセット

　　－
東海道新幹線の乗車駅により

異なる
ＪＲ東海、ＪＲ東日本（首都圏エリア）のみどりの窓口など

京都観光1日乗車券は京都駅到着
後、引換え

●
電車・バスでまわる
「歩くまち・京都」京都フリーパス
1日フリー版

私鉄、バス各社
とのジョイント

2010.12.11～
2011.3.23

販売期間内
の利用日1
日

市バス・地下鉄全線、叡山電車全線、近鉄・京阪・阪急各特
定区間、京都バス（均一料金区間）、京都シティバス・ＪＲバ
ス・阪急バス各一部路線区間、ヤサカバス全線の乗降自由

京都観光ガイドマップ（社寺、観光施設
で利用可能な優待クーポン付）付

2000円
京都市交通局案内所、阪急河原町・桂駅サービスステーション
京阪電車三条駅インフォメーション、
西日本ＪＲバス京都バスチケットセンター

● 市バス専用１日乗車カード
1日乗車フリー
パス

利用日1日 均一区間内の１日乗車券 500円

● ● 京めぐり①
1日フリーきっ
ぷ

2011.1.11～
2011.12.25

発売期間中
お好きな1日

近鉄・地下鉄・市バス・京都バスの1日フリーきっぷ
※ フリー区間は下記
近鉄線： 生駒～近鉄奈良、京都～筒井
京都市交通局： 地下鉄、バス全線(定期観光路線を除く）
京都バス： 全線（比叡山線・大原鞍馬線・大原以遠・一条山
以遠・京都産業大学以遠・その他季節運行路線を除く）

京都市内観光地の優待クーポンがつい
たガイドマップ付き

1800円
生駒、東生駒、富雄、学園前、大和西大寺、新大宮、近鉄奈良、京
都、近鉄丹波橋、向島、大久保、新田辺、興戸、高の原、近鉄郡山

特急料金は含まず

● ● 京めぐり②
1日フリーきっ
ぷ

2011.1.11～
2011.12.25

発売期間中
お好きな1日

近鉄・地下鉄・市バス・京都バスの1日フリーきっぷ
※ フリー区間は下記
近鉄線： 生駒～近鉄奈良、京都～橿原神宮前、平端～天
理、関屋～三本松、二上山～壺阪山、生駒～学研奈良登
美ヶ丘、生駒～王寺、尺土～近鉄御所
京都市交通局： 地下鉄、バス全線(定期観光路線を除く）
京都バス： 全線（比叡山線・大原鞍馬線・大原以遠・一条山
以遠・京都産業大学以遠・その他季節運行路線を除く）

京都市内観光地の優待クーポンがつい
たガイドマップ付き

2100円

五位堂、大和高田、大和八木、桜井、榛原、生駒、京都、近鉄丹波
橋、田原本、天理、王寺、尺土、高田市、橿原神宮前、飛鳥、壺阪
山、近鉄御所

特急料金は含まず

● ●
京めぐり②と往復割引乗車券セッ
ト

往復乗車券+1
日フリーきっぷ

2011.1.11～
2011.12.25

発売期間中
お好きな1日

近鉄・地下鉄・市バス・京都バスの1日フリーきっぷ+往復割引
乗車券割引
※ フリー区間は下記
近鉄線： 生駒～近鉄奈良、京都～橿原神宮前、平端～天
理、関屋～三本松、二上山～壺阪山、生駒～学研奈良登
美ヶ丘、生駒～王寺、尺土～近鉄御所
京都市交通局： 地下鉄、バス全線(定期観光路線を除く）
京都バス： 全線（比叡山線・大原鞍馬線・大原以遠・一条山
以遠・京都産業大学以遠・その他季節運行路線を除く）

京都市内観光地の優待クーポンがつい
たガイドマップ付き

例）「近鉄名古屋駅」発
5060円

近鉄名古屋、近鉄蟹江、桑名、近鉄富田、近鉄四日市、伊勢若松、
白子、津、伊勢中川、松阪、明星、伊勢市、宇治山田、五十鈴川、鳥
羽、志摩磯部、鵜方、賢島、湯の山温泉、名張、桔梗が丘、伊賀神
戸

発駅：近鉄名古屋、近鉄蟹江、近鉄
弥富、桑名、近鉄富田、近鉄四日
市、塩浜、伊勢若松、白子、津、津新
町、久居、伊勢中川、松阪、明星、伊
勢市、宇治山田、五十鈴川、鳥羽、
志摩磯部、鵜方、賢島、湯の山温
泉、名張、桔梗が丘、伊賀神戸

特急料金は含まず

●
京都コンベンションパス
（会議参加者用）
市バス・地下鉄用

コンベンション
対象乗車券

会議開催日
を除く前後3
日間の範囲

国際会議観光都市・京都のコンベンション誘致の機能強化の
取組を進めるに当たり，京都で開催されるコンベンションを対
象として，その主催者に対して発売する，市バス・地下鉄全
線（定期観光バスを除く）が利用できるコンベンション参加者
用の乗車券

最初の5日間1日あたり
700円

6日目以後，1日増すごとに
1日あたり　600円

京都文化交流コンベンションビューローを通じて申込み 最低購入枚数100枚以上

企画乗車券区分主な運行エリア・
主な路線・周遊エ

リア

エリア
／府
県

交通事業者

京都市交通局 ①
京都市内及び
周辺地区

京
都
府

京都市

所在地

バス【京都】



自社
他社
連携

地域
連携

その
他 名称 乗車券種 発売期間 利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項

企画乗車券区分主な運行エリア・
主な路線・周遊エ

リア

エリア
／府
県

交通事業者 所在地

● 地下鉄＆比叡山きっぷ
2011.4.18～
2011.12.4

発売期間中
のお好きな1
日

京都市内から地下鉄とバス、「ケーブルカー」、「ロープウェ
イ」を乗り継いで、比叡山へのお出かけが便利でお得な乗車
券

「比叡山延暦寺」の巡拝優待券や、比
叡山頂の「ガーデンミュージアム比叡」
入園割引券、比叡山一帯の見どころが
満載のリーフレット付き

2000円

交通局：市バス・地下鉄案内所（交通局，京都駅前，京都駅地下
街，北大路駅，烏丸御池駅），定期券発売所（北大路駅，四条駅，京
都駅前，竹田駅，
二条駅，三条京阪駅，山科駅，六地蔵駅）

京阪京都交通（株）
京都市内～亀
岡

亀岡市 ● 亀たんパス
1日フリー乗車
券

2010.3.13～
（バス車内で
は3/20～発
売）

利用日1日
土日祝に限
る

亀岡・南丹市域有効区間内1日乗り放題 500円 亀岡駅前案内所・亀岡営業所・バス車内

●
映画村入村券付嵐山・嵯峨野
回遊乗車券

観光施設との
ジョイント

通年 2日間有効
映画村・嵐山方面往復乗車券と「東映太秦映画村入村券」が
セットになった2日間フリーパス
※映画村入村は1回限り）

2400円 京都バス嵐山営業所・京都駅前チケットセンター

●
比叡山内1日
フリー乗車券

1日フリー乗車
券

2011.3.21～
2011.11.30

利用日1日
ロテル・ド・比叡～（東塔）～比叡山頂～（東塔）～横川間
1日乗り放題

ガーデンミュージアム比叡入園1割引券
延暦寺三塔巡拝割引券付き

800円
延暦寺バスセンター、ケーブル坂本駅、ロテル・ド・比叡
京阪バス三条案内所、叡山電車出町柳駅

● ● 京めぐり①
1日フリーきっ
ぷ

2011.1.11～
2011.12.25

発売期間中
お好きな1日

近鉄・地下鉄・市バス・京都バスの1日フリーきっぷ
※ フリー区間は下記
近鉄線： 生駒～近鉄奈良、京都～筒井
京都市交通局： 地下鉄、バス全線(定期観光路線を除く）
京都バス： 全線（比叡山線・大原鞍馬線・大原以遠・一条山
以遠・京都産業大学以遠・その他季節運行路線を除く）

京都市内観光地の優待クーポンがつい
たガイドマップ付き

1800円
生駒、東生駒、富雄、学園前、大和西大寺、新大宮、近鉄奈良、京
都、近鉄丹波橋、向島、大久保、新田辺、興戸、高の原、近鉄郡山

特急料金は含まず

● ● 京めぐり②
1日フリーきっ
ぷ

2011.1.11～
2011.12.25

発売期間中
お好きな1日

近鉄・地下鉄・市バス・京都バスの1日フリーきっぷ
※ フリー区間は下記
近鉄線： 生駒～近鉄奈良、京都～橿原神宮前、平端～天
理、関屋～三本松、二上山～壺阪山、生駒～学研奈良登
美ヶ丘、生駒～王寺、尺土～近鉄御所
京都市交通局： 地下鉄、バス全線(定期観光路線を除く）
京都バス： 全線（比叡山線・大原鞍馬線・大原以遠・一条山
以遠・京都産業大学以遠・その他季節運行路線を除く）

京都市内観光地の優待クーポンがつい
たガイドマップ付き

2100円

五位堂、大和高田、大和八木、桜井、榛原、生駒、京都、近鉄丹波
橋、田原本、天理、王寺、尺土、高田市、橿原神宮前、飛鳥、壺阪
山、近鉄御所

特急料金は含まず

● ●
京めぐり②と往復割引乗車券セッ
ト

往復乗車券+1
日フリーきっぷ

2011.1.11～
2011.12.25

発売期間中
お好きな1日

近鉄・地下鉄・市バス・京都バスの1日フリーきっぷ+往復割引
乗車券割引
※ フリー区間は下記
近鉄線： 生駒～近鉄奈良、京都～橿原神宮前、平端～天
理、関屋～三本松、二上山～壺阪山、生駒～学研奈良登
美ヶ丘、生駒～王寺、尺土～近鉄御所
京都市交通局： 地下鉄、バス全線(定期観光路線を除く）
京都バス： 全線（比叡山線・大原鞍馬線・大原以遠・一条山
以遠・京都産業大学以遠・その他季節運行路線を除く）

京都市内観光地の優待クーポンがつい
たガイドマップ付き

例）「近鉄名古屋駅」発
5060円

近鉄名古屋、近鉄蟹江、桑名、近鉄富田、近鉄四日市、伊勢若松、
白子、津、伊勢中川、松阪、明星、伊勢市、宇治山田、五十鈴川、鳥
羽、志摩磯部、鵜方、賢島、湯の山温泉、名張、桔梗が丘、伊賀神
戸

発駅：近鉄名古屋、近鉄蟹江、近鉄
弥富、桑名、近鉄富田、近鉄四日
市、塩浜、伊勢若松、白子、津、津新
町、久居、伊勢中川、松阪、明星、伊
勢市、宇治山田、五十鈴川、鳥羽、
志摩磯部、鵜方、賢島、湯の山温
泉、名張、桔梗が丘、伊賀神戸

特急料金は含まず

●
比叡山ケーブル
＆パス回遊券

1日フリー乗車
券

2011.3.19～
2011.12.4

利用日1日

[往復利用]
京都駅～ロテル・ド・比叡
比叡山坂本駅～坂本ケーブル乗場
[フリー区間]
比叡山頂～（東塔）～横川
ロテル・ド・比叡～東塔

比叡山延暦寺共通拝観件付き 2500円 ＪＲ西日本みどりの窓口

● 嵐山＆高雄フリーきっぷ
1日フリー乗車
券

90系統運航
日

90系統（阪急嵐山駅～西山高雄）および嵐山・嵯峨野エリア
（嵐山～大覚寺、清滝、苔寺、すず虫寺）に乗り放題

高雄エリア「もみぢ家」で提示すると、飲
食・宿泊（宿泊は予約時申し出に限る）
を10％優待

1000円
阪急嵐山駅窓口
阪急嵐山駅前バスのりば

● 大原1dayチケット 割引乗車券 通年販売
発売日当日
限り

電車・バスで行く割引乗車券

・三千院、実光院、宝泉院、勝林院、来
迎院、寂光院が優待料金で拝観
・大原の里　日帰り温泉（入浴・昼食付
き）が優待料金で利用。
・大原山荘　日帰り温泉（入浴・昼食付
き）、足湯カフェ（ドリンク付き）、らくやき
体験が優待料金で利用
・寺子屋本舗　手焼きせんべいを1,050
円以上お買い上げの場合、割引
・志野　ポン酢やドレッシングを3,150円
以上お買い上げの場合、プレゼントが
ある

例）淀屋橋　1530円
※出発駅により異なる

京阪線各駅（出町柳駅、大津線各駅を除く）

有効区間
［京阪電車］乗車駅～出町柳駅 ＜往
復＞（男山ケーブル、大津線を除く）
［叡山電車］ 出町柳駅～八瀬比叡山
口駅 【乗り降り自由】
［京都バス］ 出町柳駅前バス停また
は八瀬駅前バス停～大原バス停
【乗り降り自由】

● ●
発売期間中
のお好きな1
日

京都市内の主な電車・バスが1日乗り降り自由
（JR西日本線は除く）

※2日フリー版は、ＪＲ西日本の企画乗車券である「京都観光
フリーきっぷ」又は「のぞみ＆京都観光フリーきっぷ」としてＪ
Ｒで発売

約170施設のお得な優待付、京都観光
マップ付

京都フリーパス １日乗車券
2010.12.11～
2011.3.23

2000円

［京阪電車］ 三条駅インフォステーション
 
［その他］ 京都市交通局案内所［京都駅前、京都駅地下街、北大
路、烏丸御池駅、
交通局（太秦天神川）］
阪急電鉄河原町駅・桂駅サービスセンター
西日本JRバス京都バスチケットセンター

京都市

京都市

有効区間
[鉄　　道］
京阪電車： 出町柳駅～中書島駅
京都市営地下鉄： 全線
叡山電車： 全線
近鉄電車： 京都駅～向島駅
嵐電(京福電車)： 全線　※叡山ケー
ブル・ロープウェイを除く
阪急電鉄： 河原町駅～洛西口駅、
桂駅～嵐山駅
［バ　　ス］
京都市バス： 全線※定期観光バス
を除く
京都バス： 京都市内均一区間、岩
倉・大原・嵐山地区、鞍馬温泉以南
※比叡山線・季節運行路線(嵐山高
尾線)を除く
京阪京都交通： 京都市内～沓掛西
口 ※原・神吉線を除く
京阪シティバス： 中書島・淀地域
京阪バス：山科・醍醐・中書島地域全
線　※京都比叡山線・京都比叡平
線・ダイレクトエキスプレス直Ｑ京都・
定期観光バスを除く
西日本ＪＲバス：京都駅～栂ノ尾間
阪急バス：向日営業所全線
ヤサカバス：全線　※醍醐コミュニ
ティバスを除く

京都市内及び
周辺地区

京
都
府

京都バス（株）①

京都市内及び
周辺地区

京都市交通局 ②

バス【京都】



自社
他社
連携

地域
連携

その
他 名称 乗車券種 発売期間 利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項

企画乗車券区分主な運行エリア・
主な路線・周遊エ

リア

エリア
／府
県

交通事業者 所在地

● 京阪みやこ漫遊チケット １日乗車券
2011.3.5～6.5
2011.10.1～
12.25

発売期間中
のお好きな1
日

京阪電車、京都市営地下鉄・バス、京都バスの有効区間が
1日乗り放題

京都観光ガイドマップ付
チケット呈示で、琵琶湖汽船「ミシガンク
ルーズ」を優待料金で利用可

1600円
中之島、 淀屋橋、 天満橋、 京橋、 守口市、 寝屋川市、 香里園、
枚方市、 樟葉、 中書島、 丹波橋、 東福寺、 七条、 祇園四条、 三
条、 出町柳、 京阪山科、 四宮、 浜大津の各駅

有効区間
［京阪電車］京阪線、男山ケーブル、
京津線（御陵駅～浜大津駅）
［京都市営地下鉄］ 全線（烏丸線・東
西線）
［京都市バス］ 全線（定期観光バス
を除く）
［京都バス］ 京都市内均一制区間路
線、
嵐山・大原地区（大原、岩倉村松、岩
倉実相院、一条山、京都産業大学
前、柊野別れ、高雄、清滝、苔寺・す
ず虫寺を限度とする範囲内）の路線
（比叡山線、季節運行路線を除く）

● 京都観光1日乗車券 1日フリーパス 通年発売 利用日1日
京都市バス全線（定期観光路線を除く），市営地下鉄全線，
京都バス（一部路線を除く）に1日何回でも乗車可

1200円

● 京都観光2日乗車券
2日間フリーパ
ス

通年発売
利用開始日よ
り連続2日

京都市バス全線（定期観光路線を除く），市営地下鉄全線，
京都バス（一部路線を除く）に利用開始日より連続2日間何回
でも乗車可

2000円

●
京都観光1日乗車券
（山科・醍醐拡大版）

1日フリーパス
2011.4.1～
2012.3.31

発売期間中
のお好きな1
日

「京都観光一日乗車券」の有効区間に京阪バスの山科営業
所管内の路線を加えたワイドな有効区間が魅力の乗車券

乗車券の提示により山科エリアの4つの
寺院で拝観料の優待
優待クーポン付きのガイドマップ付

1300円

交通局：市バス・地下鉄案内所（サンサ右京，北大路駅，京都駅前，
京都駅地下街，烏丸御池駅），定期券発売所（北大路駅，四条駅，
京都駅前，竹田駅，二条駅，三条京阪駅，山科駅，六地蔵駅）
京阪バス：山科駅案内所

●
京阪バス1ｄａｙチケット
京都・大津版

1日フリー乗車
券

利用日1日

京都市内（四条大宮、四条河原町、三条京阪、竹田駅、山科
駅～山科醍醐地区）
大津市内（一部除く）、宇治市の一部（京阪六地蔵付近）
が1日乗り放題

600円
山科駅案内所・三条出札所・山科営業所・石山駅案内所・大津営業
所
山科営業所・大津営業所管内バス車内（大人のみ発売します）

●
京阪バス1ｄａｙチケット
大阪版

1日フリー乗車
券

利用日1日 大阪府下の京阪バス全線（一部除く）が1日乗り放題 600円
大阪府下の京阪バス営業所、案内所、男山営業所、京阪樟葉駅定
期券発売所
バス車内（大人券のみ）

● 比叡山内1日フリー乗車券
1日フリー乗車
券

2011.3.21～
2011.11.30

利用日1日
ロテル・ド・比叡～（東塔）～比叡山頂～（東塔）～横川間1日
乗り放題

ガーデンミュージアム比叡入園1割引券
延暦寺三塔巡拝割引券付き

800円
延暦寺バスセンター、ケーブル坂本駅、ロテル・ド・比叡
京阪バス三条案内所、叡山電車出町柳駅

● 比叡山ケーブル＆パス回遊券
1日フリー乗車
券

2011.3.19～
2011.12.4

利用日1日

[往復利用]
京都駅～ロテル・ド・比叡
比叡山坂本駅～坂本ケーブル乗場
[フリー区間]
比叡山頂～（東塔）～横川
ロテル・ド・比叡～東塔

比叡山延暦寺共通拝観件付き 2500円 ＪＲ西日本みどりの窓口

●
京都観光1日乗車券
（山科・醍醐拡大版）

1日フリーパス
2011.4.1～
2012.3.31

発売期間中
のお好きな1
日

「京都観光一日乗車券」の有効区間に京阪バスの山科営業
所管内の路線を加えたワイドな有効区間が魅力の乗車券

乗車券の提示により山科エリアの4つの
寺院で拝観料の優待
優待クーポン付きのガイドマップ付

1300円

交通局：市バス・地下鉄案内所（サンサ右京，北大路駅，京都駅前，
京都駅地下街，烏丸御池駅），定期券発売所（北大路駅，四条駅，
京都駅前，竹田駅，二条駅，三条京阪駅，山科駅，六地蔵駅）
京阪バス：山科駅案内所

西日本ＪＲバス（株）
京都市内～高
雄・京北地区

大阪市 ●
電車・バスでまわる
「歩くまち・京都」京都フリーパス

京都市交通
局、私鉄、観光
施設等とのジョ
イント

2010.12.11～
2011.3.23

販売期間内
の利用日1
日

市バス・地下鉄全線、叡山電車全線、近鉄・京阪・阪急各特
定区間、京都バス（均一料金区間）、京都シティバス・ＪＲバ
ス・阪急バス各一部路線区間、ヤサカバス全線の乗降自由

　　－ 2000円
京都市交通局案内所（京都駅前他４箇所），阪急電鉄河原町駅・桂
駅サービスセンター，京阪電車三条駅インフォステーション、西日本
ＪＲバス京都バスチケットセンター

京都観光ガイドマップ（社寺、観光施
設で利用可能な優待クーポン付）
付。
２日フリー版はＪＲ西日本の企画乗
車券である「京都観光フリーきっぷ」
又は「のぞみ＆京都観光フリーきっ
ぷ」として発売

2000円
発売期間中
のお好きな1
日

● ● 京都フリーパス １日乗車券

有効区間
[鉄　　道］
京阪電車： 出町柳駅～中書島駅
京都市営地下鉄： 全線
叡山電車： 全線
近鉄電車： 京都駅～向島駅
嵐電(京福電車)： 全線　※叡山ケー
ブル・ロープウェイを除く
阪急電鉄： 河原町駅～洛西口駅、
桂駅～嵐山駅
［バ　　ス］
京都市バス： 全線※定期観光バス
を除く
京都バス： 京都市内均一区間、岩
倉・大原・嵐山地区、鞍馬温泉以南
※比叡山線・季節運行路線(嵐山高
尾線)を除く
京阪京都交通： 京都市内～沓掛西
口 ※原・神吉線を除く
京阪シティバス： 中書島・淀地域
京阪バス：山科・醍醐・中書島地域全
線　※京都比叡山線・京都比叡平
線・ダイレクトエキスプレス直Ｑ京都・
定期観光バスを除く
西日本ＪＲバス：京都駅～栂ノ尾間
阪急バス：向日営業所全線
ヤサカバス：全線　※醍醐コミュニ
ティバスを除く

京都市内の主な電車・バスが1日乗り降り自由
（JR西日本線は除く）

※2日フリー版は、ＪＲ西日本の企画乗車券である「京都観光
フリーきっぷ」又は「のぞみ＆京都観光フリーきっぷ」としてＪ
Ｒで発売

京都市

京都市内及び
周辺地区

京都市

2010.12.11～
2011.3.23

［京阪電車］ 三条駅インフォステーション
 
［その他］ 京都市交通局案内所［京都駅前、京都駅地下街、北大
路、烏丸御池駅、
交通局（太秦天神川）］
阪急電鉄河原町駅・桂駅サービスセンター
西日本JRバス京都バスチケットセンター

優待特典付きのガイドマップ付

・地下鉄駅券売機，市バス営業所，市バス・地下鉄案内所，定期券
発売所
・京都バスの営業所（嵐山・高野），案内所（出町柳）
・市内特約ホテル，旅館，店舗
・京都館（東京）
＜クーポン発売＞JTB，日本旅行，近畿日本ツーリスト等の大手旅
行代理店では，地下鉄各駅，市バス・地下鉄案内所等で乗車券に
引き換えて利用クーポン券を発売

約170施設のお得な優待付、京都観光
マップ付

京阪バス（株）

京都バス（株）②

京
都
府

京都市内～山
科、滋賀他

バス【京都】



観光来訪者に向けた企画乗車券の商品造成・広報のあり方に関する調査　基礎資料　②バス（京阪神エリア/兵庫）

自社
他社
連携

地域
連携

その
他

名称 乗車券種 発売期間 利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項

● 市バス専用１日カード １日フリーパス 市バス普通区のみ、1日乗り放題 600円

地下鉄駅売店、地下鉄定期券発売所、神戸駅前営業所、神戸電鉄
湊川定期券発売所、御影定期券発売所、サークルＫ西神中央駅店、
市バス案内所（阪神御影）

● 市バス専用２日カード ２日フリーパス 市バス普通区のみ、２日間乗り放題 1000円

地下鉄駅売店、地下鉄定期券発売所、神戸駅前営業所、神戸電鉄
湊川定期券発売所、御影定期券発売所、サークルＫ西神中央駅店、
市バス案内所（阪神御影）

● 有馬・六甲周遊１day パス
地下鉄、私鉄各
交通機関と温泉
のジョイント

2011.3.19～
2011.12.25

発売期間中
の乗車当日
１日

有馬温泉の「金の湯」または「銀の湯」が利用できる入湯券と、
有馬温泉・六甲山までの交通機関利用周遊乗車券：神戸市営
地下鉄（三宮駅～新神戸駅）、北神急行電鉄（新神戸駅～谷上
駅）、神戸電鉄（谷上駅～有馬温泉駅）、六甲有馬ロープウェー
（有馬温泉駅～六甲山頂駅）などの指定区間

基本フリー版　1600円
神戸市営地下鉄、三宮駅売店、新神戸駅売店、市バス、
地下鉄お客さまサービスコーナー（三宮）など

私鉄各社の拡大版あり

● 有馬・六甲周遊2dayパス
観光施設と私鉄
各交通機関との
ジョイント

2011.3.19～
2011.12.24

発売期間中
の連続2日間

有馬温泉および六甲山の指定ホテル・旅館で利用可能な宿泊
者用特別利用券1000円分と有馬温泉・六甲山までの周遊乗車
券のセット

ホテル・旅館での割り引きクーポン等 2500円
神戸市営地下鉄、三宮駅売店、新神戸駅売店、市バス、
地下鉄お客さまサービスコーナー（三宮）など

● ●
六甲山周遊パス
（ホール・オブ・ホールズ六甲＋
六甲高山植物園　版）

乗車券+ホール・
オブ・ホールズ
六甲入館券＋
六甲高山植物
園入園券

2011.4.1～
2012.11.22

2011.4.1～
2012.11.23
のうち連続2
日

神戸市バスと六甲ケーブルの往復乗車券、六甲山上バスフ
リー（乗降自由）券に加えて、六甲山上施設２か所の入場券及
び割引券が付いて、六甲山へのお出掛けにたいへん便利でお
得なチケット。

2500円 JR六甲道駅みどりの窓口

● ●
六甲山周遊パス
（六甲山カンツリーハウス＋六甲
山フィールド・アスレチックス　版）

乗車券+六甲山
カンツリーハウ
ス入園券＋六甲
山フィールド・ア
スレチックス入
場券

2011.4.1～
2012.11.12

2011.4.1～
2012.11.13
のうち連続2
日

神戸市バスと六甲ケーブルの往復乗車券、六甲山上バスフ
リー（乗降自由）券に加えて、六甲山上施設２か所の入場券及
び割引券が付いて、六甲山へのお出掛けにたいへん便利でお
得なチケット。

2500円 JR六甲道駅みどりの窓口

● 市バス・地下鉄共通1日乗車券 1日フリーパス 市バス・地下鉄全線が1日乗り放題乗車券 1000円
地下鉄各駅窓口、地下鉄駅売店、地下鉄定期券発売所、神戸駅前
営業所、神戸電鉄湊川定期券発売所、サークルＫ西神中央駅店、市
バス案内所（神戸駅前、阪神御影）

※共同運行路線は市バスのみ利
用可能
※神戸交通振興バス山手線も利
用可能

●
校外学習・修学旅行用1日乗車
券

1日フリーパス 市内の小中学生、修学旅行生向けの1日乗り放題乗車券
小学生300円
中学生600円
高校生800円

窓口発売なし。利用予定日の２週間前までに交通局営業推進課に書
面で申込。

※共同運行路線は市バスのみ利
用可能

● ノーマイカーデーフリーチケット フリーパス

各月とも13日
から発売
※売切れ次
第発売終了

毎月20日 毎月20日 地下鉄全線と市バス200円均一区間が乗り放題になるチケット 500円
地下鉄各駅窓口、地下鉄駅売店、地下鉄定期券発売所、神戸駅前
営業所、神戸電鉄湊川定期券発売所、サークルＫ西神中央駅店、市
バス案内所（神戸駅前・阪神御影）

共同運行路線は市バスのみ利用
可能

※神戸交通振興バス山手線も利
用可能

●
市バス・地下鉄共通ゴールデン
ウィークフリーチケット

フリーパス

2011.4.23～
5/5
※売切れ次
第発売終了

2011.5.1～
5.5

利用期間内
のお好きな3
日

ＧＷ期間中（5/1～5/5）のお好きな3日間、市バス・地下鉄が乗
り放題

1100円

地下鉄各駅窓口、地下鉄駅売店（西神南駅・名谷駅Ｕラインショップ）
サークルＫ西神中央駅店
市バス・地下鉄お客様サービスコーナー（三宮駅東改札）
神戸駅前案内所、御影案内所

※共同運行路線は市バスのみ利
用可能
※神戸交通振興バス山手線も利
用可能

●
市バス・地下鉄共通
年末年始3dayチケット

フリーパス
2010.12.20～
2011.1.3

2010.12.30～
2011.1.3

利用期間内
のお好きな3
日

年末年始の期間中（12/30～1/3）のお好きな3日間、市バス＆
地下鉄が乗り放題。

沿線の生田神社、湊川神社、長田神社、
和田神社の祈念品授与券（引換えは各
神社で1/1～1/7まで）

1000円

地下鉄各駅窓口
地下鉄駅売店（西神南駅・名谷駅Ｕラインショップ）
サークルＫ西神中央駅店
神戸駅前案内所、御影案内所
市バス・地下鉄お客様サービスコーナー（三宮駅）

共同運行路線は市バスのみ利用
可能

● 六甲山スキークーポン
乗車券+スキー
場クーポン

2010.12.11～
2011.3.30

2010.12.11～
2011.3.21

発売期間中
のお好きな1
日
（各乗車券は
改札日を含
め2日間有
効）

【阪急版】阪急全線各駅～阪急六甲までの往復乗車
（神戸高速線を除く）
【阪神版】阪神全線各駅～阪神御影までの往復乗車
（神戸高速線を除く）
+神戸市バス：阪神御影から六甲ケーブル下の往復
六甲ケーブル：六甲ケーブル下駅から六甲山上駅の往復
六甲山上バス：六甲ケーブル山上駅から人工スキー場(この区
間乗り降り自由）

※ホール・オブ・ホールズ六甲入館割引
券付
大人1,000円→900円
小児500円→450円
ただし2011年1月11日(火)～3月18日(金)
は改装のため休館となります。改装休館
中は「自然体感展望台 六甲枝垂れ」に
割引料金で入場できます。
大人300円→250円、小児200円→150円

阪急版　2900円
阪神版　2750円

[阪急電鉄]各サービスセンター、梅田駅インフォメーションギャラリー

[阪神電車]梅田、尼崎、甲子園、御影、三宮の各駅長室
※上記以外の各駅では、御影駅までの普通乗車券を購入していただ
いた後、
御影駅長室で払い戻しをして、クーポン券を発売

企画乗車券区分

神戸市内及び近
郊エリア

神戸市

所在地
主な運行エリア・主
な路線・周遊エリア

エリア
／府
県

交通事業者

兵
庫
県

神戸市交通局

バス【兵庫】



● ● 六甲・まやエンジョイパス 1日フリーパス
2011.3.20～
2011.11.30

発売日に同
じ

発売期間中
の任意の1日

六甲山と摩耶山の観光スポットを1日フリーで回ることができる
乗車券。六甲・摩耶山上施設割引券つきのパス。

六甲＆摩耶山上で料金割引等のサービ
ス特典

阪急版、大人１，９００円
阪神版、大人１，７５０円
能勢版、大人２，２００円

山陽版１（明石以東）、大人２，１
００円

山陽版２（全線）、大人２，４００
円

阪急版、阪急電鉄サービスセンター、六甲駅
阪神版、梅田・尼崎・甲子園・御影・三宮の各駅長室
能勢版、平野・山下の各駅、川西能勢口サービスセンター
山陽版１（明石以東）、西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、
板宿・垂水・明石の各定期券発売所、ご案内センター（明石）
山陽版２（全線）、明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各
駅・明石・東二見・高砂・飾磨・姫路の各定期券発売所、ご案内セン
ター（明石）

共通区間は下記の通り
●神戸市バス
１６系統、阪神御影～（阪急六甲
経由）～六甲ケーブル下
１８系統、阪急六甲～（摩耶ケー
ブル下経由）～三宮駅ターミナル
前
●六甲摩耶鉄道
六甲ケーブル、六甲ケーブル下駅
～六甲山上駅
六甲山上バス、乗降フリー
六甲摩耶鉄道・阪急バス
六甲摩耶スカイシャトルバス、乗
降フリー
ただし、阪急バスは六甲ケーブル
山上駅～摩耶ロープウェー山上
駅間に限る
●神戸市都市整備公社
まやビューライン、摩耶ケーブル・
摩耶ロープウェー

● 1日乗車券
観光施設との
ジョイント

通年 利用日1日 路線乗降自由
北野異人館の有料施設での割引料金、
博物館、ポートタワー等観光施設での割
引料金など

650円
シティー・ループバスの車内・
神戸市総合インフォメーションセンター（三宮）・観光案内所（新神戸）

地域イベント時には記念乗車券
（枚数限定デザイン）あり

●
シティー・ループ＆ベイ・シャトル
セット券

ベイシャトルとの
ジョイント

通年 利用日1日
シティー・ループ1日乗車券＆ポートライナー往復乗車券＆ベ
イ・シャトル日帰り往復乗船券

　　－ 3000円 関西国際空港ターミナルチケットカウンター

伊丹市交通局
伊丹市内・
周辺

伊丹市 ● 1日乗車カード 通年 利用日1日 路線乗降自由 600円 阪急伊丹駅前案内所・広畑営業所・バス車内

尼崎市交通局
尼崎市内・
周辺

尼崎市 ● 1日乗車券 通年 利用日1日 路線乗降自由
尼崎市内の店舗や有料施設での各種割
引あり

500円

明石市営バス 
明石市内・
周辺

明石市 ● 1日乗車券 通年 利用日1日 路線乗降自由 500円

●
姫路観光周遊ワイドフリーキップ
（1日券・2日券）

特定区間乗降
自由

2010.10.1～
利用日1日、
連続する2日
間

姫路駅からおおむね600円区間の自由乗降
（姫路城ループバスも可）

　　－
1日券　1200円
2日券　1800円

神姫バス　姫路駅前バスターミナル

● 城下町散策1ｄａｙフリーキップ
特定区間乗降
自由

　 利用日1日 姫路駅から200円区間の自由乗降（姫路城ループバスも可） 500円 神姫バス　姫路駅前バスターミナル

● 姫路城ループバス1日乗車券
ループバス乗降
自由

　 利用日1日 ループバス区間内 姫路城、各周辺施設の入場料割引 300円 神姫バス姫路駅バスターミナル内乗車券発売窓口

● ●
淡路ワールドパークONOKORO
入園セット券

観光施設とジョ
イント

　 利用日1日
バス往復乗車券（三ノ宮～ワールドパークおのころ）＋
淡路ワールドパークONOKORO入園券セット

　　－ 3000円 神姫バス三ノ宮バスターミナル　乗車券発売窓口

● ● うずしおクルーズ乗車セット券
観光施設とジョ
イント

　 利用日1日
バス往復の乗車券（三ノ宮～福良）＋
うずしおクルーズ観潮船乗船券セット

　　－ 5400円 神姫バス三ノ宮バスターミナル　乗車券発売窓口

● ●
姫路セントラルパーク
（サファリパーク＆遊園地）

遊園施設とジョ
イント

　 利用日1日
バス往復の乗車券（姫路駅～姫路セントラルパーク）＋
サファリパークと遊園地入園券セット

　　－ 3550円 神姫バス姫路駅バスターミナル　乗車券発売窓口
夏季：プール
冬季：アイススケートへの入場も
できます

● ● 槇山温泉（グリーンピア三木）
温泉施設とジョ
イント

　 利用日1日
バス往復の乗車券（三ノ宮駅～グリーンピア三木）＋
槇山温泉入浴券のセット

　　－ 1700円 神姫バス三ノ宮バスターミナル　乗車券発売窓口

● ● 書写山ロープウェイ
観光施設とジョ
イント

　 利用日1日
バス往復の乗車券（姫路駅～書写駅）＋
書写山ロープウェイ乗車券のセット

　　－ 1300円 神姫バス姫路駅バスターミナル　乗車券発売窓口

神戸市内
（三宮地区）

姫路市
姫路市内・
近郊

神戸市

神姫バス（株）

神戸交通振興（株）

バス【兵庫】



観光来訪者に向けた企画乗車券の商品造成・広報のあり方に関する調査　基礎資料　②バス（京阪神エリア/奈良）

自社
他社
連携

地域
連携

その
他

名称 乗車券種 発売期間 有効期間 利用期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項

●
奈良市内均一区間
フリー乗車券

1日フリー
乗車券

奈良公園/東大寺・興福寺・春日大社・飛火野フリー区間

ならまちから、東は新薬師寺、北は般若寺、西は法華寺、
南は大安寺フリー区間

乗車券提示で、割引となる施設あり
（団体料金適用）

500円
ＪＲ奈良案内所、ＪＲ奈良東案内所、近鉄奈良案内所、
学園前案内所、郡山案内所、王寺案内所、八木案内所

● 奈良・西の京フリー乗車券
1日フリー
乗車券

市内均一フリー区間に、佐保、佐紀路、西ノ京、当尾をプラス
乗車券提示で、割引となる施設あり
（団体料金適用）

700円
（修学旅行生600円）

ＪＲ奈良案内所、ＪＲ奈良東案内所、近鉄奈良案内所、郡山案内所、王寺案内所
※なお、郡山案内所では修学旅行生用フリー乗車券は発売していない

●
奈良・西ノ京・斑鳩フリー乗車
券

1日フリー
乗車券

奈良・西の京フリーに斑鳩地区をプラス
乗車券提示で、割引となる施設あり
（団体料金適用）

1000円
（修学旅行生900円）

ＪＲ奈良案内所、ＪＲ奈良東案内所、近鉄奈良案内所、郡山案内所、王寺案内所

● 168バスハイク乗車券 2日間有効
五條、十津川、熊野観光に便利な乗車券
八木駅～五條バスセンターから乗車、 天辻以遠で降車され
るお客様に便利な乗車券

5250円 奈良交通社　各窓口（バス車内での販売はしていない）
運賃は最初に乗車される停留所
から最後に降車される停留所まで
の区間運賃。

● ●
奈良世界遺産フリーきっぷ
「奈良・斑鳩・吉野コース」

往復乗車券+
フリー区間電
車・バス乗り放
題

2010.12.15
～

2011.1.1～

ご利用期間
中で乗車開
始日から3日
間
（帰りの駅で
下車まで有
効）

近鉄電車往復乗車券
近鉄電車フリー区間乗り放題
奈良交通バスフリー区間乗り放題

割引特典：春日大社宝物殿、春日大社
萬葉植物園（神苑）、大安寺、元興寺、
大和文華館、岡寺、橘寺、壷阪寺、安倍
文殊院、長谷寺、談山神社、室生寺、金
峯山寺蔵王堂、吉水神社、竹林院、如
意輪寺、万葉文化館、飛鳥資料館、サン
フラワーレンタサイクル（西大寺・法隆
寺・橿原）

例）「大阪難波～鶴橋、大阪
阿部野橋」発駅
　　　　　　　　　   　　　　2800円

近鉄主要駅（特急券うりばのある駅）およびKNTツーリスト・近畿日本ツーリスト、JTB・日本旅行各グループ、京阪交通
社、農協観光の主要支店・営業所

特急料金は含まず

● ●
奈良世界遺産フリーきっぷ
「奈良・斑鳩コース」

往復乗車券+フ
リー区間電車・
バス乗り放題

2010.12.15
～

2011.1.1～

利用期間中
で乗車開始
日から2日間
（帰りの駅下
車まで有効）

近鉄電車往復乗車券
近鉄電車フリー区間乗り放題
奈良交通バスフリー区間乗り放題

割引特典：春日大社宝物殿、春日大社
萬葉植物園（神苑）、大安寺、元興寺、
大和文華館、サンフラワーレンタサイク
ル（西大寺・法隆寺）

例）「大阪難波～鶴橋」発駅
1800円

近鉄主要駅（特急券うりばのある駅）およびKNTツーリスト・近畿日本ツーリスト、JTB・日本旅行各グループ、京阪交通
社、農協観光の主要支店・営業所

特急料金は含まず

● ● 飛鳥めぐりフリーきっぷ
往復乗車券+フ
リー区間乗り
放題

乗車開始日
から2日間

近鉄電車往復乗車券とフリー区間の近鉄電車（または近鉄
電車・奈良交通バス）が自由に乗降できるきっぷを割引セッ
ト。
鉄道のみのコースと、奈良交通バスをセットしたバスセット
コースの2種類

岡寺・橘寺・壷阪寺・安倍文殊院・万葉
文化館・飛鳥資料館の拝観・入場料およ
び近鉄サンフラワーレンタサイクル（橿
原）が割引

例）「大阪難波～鶴橋、大阪
阿部野橋」発駅
　　　　　　鉄道コース1380円
　　バスセットコース　2030円

近鉄主要駅（特急券うりばのある駅）およびKNTツーリスト・近畿日本ツーリスト、JTB・日本旅行各グループ、京阪交通
社、農協観光の主要支店・営業所

特急料金は含まず

● ● 奈良大和路スルーパス
片道タイプ乗
車券

乗車開始日
から4日間

名古屋から奈良大和路周遊後、京都へ抜ける片道タイプの
乗車券（逆コースもあり）
鉄道のみのコースと、奈良交通バスをセットしたバスセット
コースの2種類
鉄道コースではフリー区間内の近鉄線が、バスセットコースで
はフリー区間内の近鉄線、奈良交通バス路線が自由に乗降
可

春日大社宝物殿・春日大社萬葉植物園
（神苑）、大安寺、元興寺、安倍文殊院、
万葉文化館、長谷寺、室生寺の拝観・入
場料が割引

電車のみコース　2820円
電車+バスコース　4060円

近鉄主要駅（特急券うりばのある駅）およびKNTツーリスト・近畿日本ツーリスト、JTB・日本旅行各グループ、京阪交通
社、農協観光の主要支店・営業所

発駅：京都or近鉄名古屋
特急料金含まず

●
奈良・大阪フリーきっぷ（JR・近
鉄）

往復新幹線普
通車指定席+フ
リー区間乗り
放題

2011.2.12～
2012.3.28

2011.3.12～
2012.3.31

乗車開始日
から3日間

往復の新幹線普通車指定席（新大阪まで）と、奈良・大阪フ
リー区間でのＪＲ普通列車自由席（快速・新快速含む）乗り放
題・
指定した近鉄線・奈良交通バスの乗り放題がセットになった
きっぷです。

※2名以上のグループで前日までに購入が必要

「奈良交通定期観光バス案内所」で
「奈良・大阪フリーきっぷ（ＪＲ・近鉄）」の
「かえり券」を呈示すると、
奈良交通定期観光バスを団体割引運賃
で
利用可能

例）岡山発　13000円
出発地周辺の主な駅のみどりの窓口、および主な旅行会社
電話予約購入（クレジット決済）

フリー区間内の特急列車は別途
特急料金が必要

● 葛城高原割引きっぷ
近鉄電車+バス
+ロープウェイ
の割引セット

乗車開始日
から2日間
（4/1～6/30
は不可）

近鉄電車と奈良交通バス・葛城山ロープウェイの往復乗車券
を割引セット

例）「大阪阿部野橋」発　2690
円

近鉄主要駅（特急券うりばのある駅）
特急料金は含まず

● 天の川探勝割引きっぷ
近鉄電車+バス
の往復乗車券

乗車開始日
から4日間

近鉄電車と奈良交通バスの往復乗車券を割引セット
例）「大阪阿部野橋」発　3700

円
近鉄主要駅（特急券うりばのある駅）

特急料金は含まず

● ●
大台ケ原　自然の森
体感きっぷ

乗車券+バスの
セット

2011.4.23～
2011.11.23

2011.4.23～
2011.11.24

※奈良交通
バスの利用
は11.23まで

利用期間中
で乗車開始
日から2日間

大台ヶ原への近鉄電車と奈良交通バスをセットしたお得な
きっぷ

大台ヶ原物産店でのポストカード引換券
や
「杉の湯」温泉入浴・道の駅の土産等の
割引券もあり

例）大阪難波発　4300円 近鉄主要駅（特急券うりばのある駅） 特急料金は含まず

●
せんとくん平城京1日電車+
バス乗車券

往復乗車券+フ
リー区間電車・
バス乗り放題

2011.4.29～
2011.11.30

2011.4.29～
2011.11.30

発売期間中
のお好きな1
日

発駅～近鉄フリー区間までの往復乗車券+フリー区間＆
奈良交通バス（奈良市内均一区間が乗り降り自由

大和西大寺駅、近鉄奈良駅構内・周辺
の
約20店舗での優待特典つき

例）大阪難波～布施駅から

1200円

[大阪難波～布施から]大阪難波、近鉄日本橋、大阪上本町、鶴橋、布施、大阪阿部野橋
[京都～向島から]京都、近鉄丹波橋、向島
[桑名～楠、近鉄四日市～湯の山温泉、近鉄四日市～内部・西日野から、池の浦～賢島から]
桑名、近鉄冨田、近鉄四日市、湯の山温泉、鳥羽、志摩磯部、鵜方、賢島
[長太ノ浦～白塚、伊勢若松～平田町から、櫛田～朝熊から]
伊勢若松、白子、明星、伊勢市、宇治山田、五十鈴川
[高田本山～伊勢中川～東松阪、赤目口～伊勢中川から]
津、伊勢中川、松阪、名張、桔梗が丘、伊賀神戸

特急料金は含まず

2011.4.1～
2012.3.31

2011.4.1～
2012.4.30ま
でのお好き
な1日

[阪急電鉄]梅田、十三、塚口、西宮北口、夙川、三宮、豊中、石橋、川西能勢口、宝塚、淡路、茨木市、高槻市、北千
里の各ごあんないセンター
[阪神電車]阪神電車各駅（係員不在時を除く）
［神戸高速］高速神戸・新開地・高速長田の各駅
[大阪市交通局]地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六丁目を除く）、市営交通案内コーナー（新大阪・梅田・天王
寺）、市営交通アクセスガイド（なんば）、グッズセンターなんば
[南海電鉄・泉北高速鉄道]南海電鉄各駅（関西空港駅、高野山駅など一部の駅を除く）、泉北高速鉄道各駅窓口およ
び定期券うりば
[京都市交通局]市営地下鉄各駅、市バス・地下鉄案内所（交通局、京都駅前、京都駅地下街、北大路、烏丸御池
駅）、定期券発売所（北大路、四条、京都駅前、竹田、六地蔵、山科、三条京阪、二条）、地下鉄駅売店
[京阪電車]中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市、寝屋川市、香里園、枚方市、樟葉、中書島、丹波橋、祇園四条、
三条、出町柳の各駅
[北大阪急行電鉄]千里中央、桃山台、緑地公園の各駅
[大阪モノレール]各駅改札窓口
[神戸市交通局]市営地下鉄各駅窓口・駅売店、サークルＫ西神中央駅店
[神戸電鉄]神戸電鉄主要駅、駅売店、神鉄グループ総合案内所、委託発売所
[能勢電鉄]平野駅、山下駅、川西能勢口ごあんないカウンター、平野駅コンビニ「リズミン」
[山陽電車（明石以東）]西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、板宿・垂水・明石の各定期券発売所、ご案内セ
ンター（明石）
[山陽電車（全線）]明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、明石・東二見・高砂・飾磨・姫路の各定期券発
売所、ご案内センター（明石）

特急料金は含まず
利用期間中
1日間

各社局線の指定区間1日乗り放題
近鉄電車の指定区間1日乗り放題
奈良交通バスの指定区間1日乗り放題

阪急沿線から　2000円
阪神沿線から　1800円

神戸高速沿線から　2000円
大阪市交通局から　1600円
南海泉北沿線から　2000円

京都市営地下鉄から1600円
京阪沿線から　1500円

北大阪急行から　1700円
大阪モノレールから　2200円

神戸市営地下鉄から　2300円
神戸電鉄から　2500円
能勢沿線から　2300円

山陽沿線（明石より以東）から
2400円

山陽沿線（全線）から
2700円

奈良・斑鳩1dayチケット 1日乗車券

奈
良
県

奈良交通 奈良県内 奈良市

●

企画乗車券区分
エリア
／府
県

交通事業者 所在地
主な運行エリア・
主な路線・周遊エ

リア

バス【奈良】



観光来訪者に向けた企画乗車券の商品造成・広報のあり方に関する調査　基礎資料　③船（大阪・滋賀）

自社
他社
連携

地域
連携

その
他

名称 乗車券種 発売期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項

●
『吉本京橋花月』＆『水上バスア
クアライナー』

娯楽施設との
ジョイント

20111.15～
2012.3.18

各1回利用
アクアライナー６０分コース＋ 吉本『京橋花月　観劇券』 の
セット

4900円 水上バス・大阪城港（予約制）
吉本観劇と水上バス利用
日は同一でなくても可

●
大阪城・中之島めぐり（60分）＋
ホテル京阪京橋　レストランロ
レーヌランチバイキング

レストランとの
ジョイント

2010.7.31～
2011.3.21

 
アクアライナー大阪城・中之島めぐり（60分）＋レストランの
ランチのセット

2900円
ホテル京橋京阪、大阪水上バス
予約センター

●
『アクアライナー＆帝国ホテル
大阪のお食事プラン』

レストランとの
ジョイント

2011.2.13 ～
2012.3.13

大阪城梅林自由散策　～大阪城港⇒ＯＡＰ港遊覧観光⇒
帝国ホテル内レストランで食事＋レストランのランチのセッ
ト

2700円
帝国ホテル、大阪水上バス
予約センター

● 夜桜船 ナイトクルーズ
2011.3.29～
2011.4.10

ナイトクルーズ（50分）＋特製「お花見弁当（お茶付）」 4200円 アクアライナー予約センター（予約制）

●

ルポンドシエルのゴールデン
ウィーク特別プラン
水上バス「アクアライナー」ク
ルーズ付きＧＷ特別コース

レストランとの
ジョイント

5/3・4・5の
3日間

アクアライナー（60）クルーズ＋ルポンドシエルさがんでの
ＧＷ特別コース

2名様以上でご来店のお客様に
シャンパンハーフボトルをプレゼント

7700円
ルポンドシエルへ予約後、振込みの
上乗船券をお受け取りください

●
「大阪港クルーズ」＆「ＨＯＴＥＬ
deランチバイキング」お得なセッ
トプラン

レストランとの
ジョイント

2011.4./2・
3・9・10・16・
17・23・24

発売期間と
同様

大阪港クルーズ・サンタマリア号「デイクルーズ」45分＋ホ
テルシーガルてんぽーざん大阪のシーサイドレストラン「ホ
ワイトデッキ」週末限定ランチバイキングのセット

2980円
大阪水上バス（株）サンタマリア
予約センター

●
ナルニア×サンタマリア号　特
別船

2011.2.11～
2011.4.10

映画「ナルニア国物語/第3章：アスラン王と魔法の島」を記
念して、船体を劇中に登場する「朝びらき丸」に変身して運
航

抽選で映画オリジナルグッズ
プレゼント

1600円 大阪水上バス（株）予約センター

一本松海運（株）
淀川・道頓堀・
大阪湾

大阪市 ●
落語家と行くなにわ探検
クルーズ

乗船日の1ヶ
月前から前
日まで

※当日券あ
り

乗船日当日
落語家さんの案内で大阪の街を川から探検するクルーズ
（90分）

2500円

ＪＲ西日本みどりの窓口（1ヶ月前か
ら）
ＪＴＢ、日本旅行など主な旅行会社や
一本松海運（3ヶ月前から）

● ●
海遊館＆キャプテンライン（シャ
トル船）ジョイントチケット

観光施設とジョ
イント

　
海遊館入館券とキャプテンライン乗船券(片道or往復)が
セット

天保山マーケットプレース「おいしい！
クーポン」、大観覧車乗車券、ホテルシー
ガルなどでの優待割引など

片道　2300円
往復　2800円

キャプテンライン券売所、海遊館、ユ
ニバーサル・スタジオ周辺の各ホテル

　

●
サンタマリア＆キャプテンライン
（シャトル船）ジョイントチケット

他社船とジョイ
ント

大阪港観光船サンタマリアデイクルーズ乗船券とキャプテ
ンライン乗船券(片道)のセット

天保山マーケットプレース「おいしい！
クーポン」、大観覧車乗車券、ホテルシー
ガルなどでの優待割引など

1900円
キャプテンライン券売所、海遊館、ユ
ニバーサル・スタジオ周辺の各ホテル

●
ビアンカ号で行く
海津大崎桜並木の眺望と奥び
わ湖クルーズの旅

遊覧船
2011.4.6～
2011.4.19

大型豪華客船、琵琶湖最大の船「ビアンカ」で行く
桜クルーズ（遊覧約2時間40分）

2800円 琵琶湖汽船予約センター

海津大崎　桜クルーズ2011
長浜港より
【お昼コース】

2011.4.1～
4.20

【夜桜コース】

上記期間中
の金・土曜
日に（15名
様以上の予
約がある場
合に）運航

※団体25名様以上の場
合、ご希望日に運航

海津大崎　桜クルーズ2011
今津港より
【お昼コース】

2011.4.1～
4.20

【夜桜コース】

上記期間中
の金・土曜
日に（15名
様以上の予
約がある場
合に）運航

※団体25名様以上の場
合、ご希望日に運航

琵琶湖汽船予約センター

乗船のみ　3000円
食事付　5000円

2500円

琵琶湖汽船予約センター

滋
賀
県

琵琶湖汽船（株） 琵琶湖 大津市

遊覧船

河川

●

●

企画乗車券
主な運行エリア・主
な路線・周遊エリア

区分

遊覧船
「長浜港」から約600本のソメイヨシノつくる桜並木のトンネ
ルを湖上から楽しむコース
※乗船のみのコースと食事付コースあり

大阪市

「今津港」から約600本のソメイヨシノつくる桜並木のトンネ
ルを湖上から楽しむコース

大
阪
府

エリア
／府
県

交通事業者 所在地

(株)キャプテンライン
海遊館～ユニ
バーサルシティ
ポート　他

大阪市

大阪水上バス（株）

船【大阪・滋賀】



観光来訪者に向けた企画乗車券の商品造成・広報のあり方に関する調査　基礎資料　③船（神戸）

自社
他社
連携

地域
連携

その
他

名称 乗車券種 発売期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 販売場所 特記事項

●
シティー・ループ＆ベイ・シャトル
セット券

シティーループ
バスとジョイン
ト

通年 利用日1日
シティー・ループ1日乗車券＆ポートライナー往復乗車券＆ベ
イ・シャトル日帰り往復乗船券

りんくうプレジャータウン「シークル」の
駐車場1日無料サービス

3000円
関西国際空港ターミナル
チケットカウンター

●
神戸花鳥園＆ベイ・シャトル
セット券

観光施設とジョ
イント

通年 利用日1日 神戸花鳥園入園券＆ベイ・シャトル日帰り往復乗船券
りんくうプレジャータウン「シークル」の
駐車場1日無料サービス

3000円
関西国際空港ターミナル
チケットカウンター

● ポートライナーセット券
ポートライナー
とセット券

～2011.3.31 ～2011.4.30 ポートライナー片道乗車券＆ベイシャトル片道乗船券 1800円

関西国際空港ターミナル
チケットカウンター
ポートライナー三宮駅
インフォメーション

● 「ぷらっと日帰り往復」チケット
日帰り往復チ
ケット

神戸～関空ベイシャトル日帰り往復チケット 2400円

[神戸発]神戸空港海上アクセスターミ
ナルチケットカウンター

[関空発]関西国際空港ターミナル
チケットカウンター

神戸ベイクルーズ（有） 神戸港内 神戸市 ●
スカイマーク搭乗券で船に
“乗っ得”キャンペーン

飛行機とジョイ
ント

2009.2.1～
2011.4.15

スカイマーク搭乗券のご提示で、乗船料金を20％割引
通常1000円

　　　　↓
　　　800円

電話もしくはインターネット

● ● ファンタジーとセット乗船券
観光施設とジョ
イント

通年
ファンタジー乗船＋ポートタワー入場券、ファンタジー乗船＋モ
ザイク大観覧車、ファンタジー乗船＋ポートタワー入場券＋海
洋博物館各セット券

1300円～1700円
中突堤中央ターミナル（かもめりあ）
内、神戸シーバスカウンター

　

●
スカイマーク搭乗券で船に
"乗っ得"キャンペーン

飛行機とジョイ
ント

2011.2.1～
2011.4.15

神戸到着便のスカイマーク搭乗券のご提示で45分クルーズが3
割引き

840円 神戸シーバス予約センター

●
神戸満喫観光プラン
春の神戸で乗る・観る・食べ
る！！

シティーループ
バス+観光施
設とジョイント

2011.4.1～
2011.6.23

乗船料+お食事+シティループバス（1日乗り放題）+観光施設（5
館中3館選択）の入場がセット

1・2便　9450円
3便　11550円

ホームページより要予約

当日現地支払 or 前振込(インター
ネットクレジット決済・コンビニ決済・銀
行前振込）

運行日の便体制によっ
て料理が違います

● ● 神戸花鳥園セットプラン2011
観光施設とジョ
イント 2011.1.15～

花の中、鳥と遊べるテーマパーク
神戸花鳥園とのお得なセットプラン

第1便　7400円

ホームページより要予約

当日現地支払 or 前振込(インター
ネットクレジット決済・コンビニ決済・銀
行前振込）

●
ホテルステイ&クルーズ KOBE
シティリゾートプラン 2011

宿泊施設とジョ
イント

2011.4.1～
2011.6.30

明石海峡ディナークルーズ（特別フレンチコース又はステーキ
バイキング）＋対象のハイグレードホテル（神戸）1泊朝食付

14000円～
※ホテルによって金

額が違います

各ホテル公式ホームページ又は電話
にて要予約

[対象ホテル]
・神戸メリケンパークオリ
エンタルホテル
・ホテルオークラ神戸
・ＡＮＡクラウンプラザホ
テル神戸
・神戸ポートピアホテル
・神戸ベイシェラトンホテ
ル＆タワーズ

● ホテル＆クルージングプラン
宿泊施設とジョ
イント

通年

通年

※ホテルに
より設定除
外日あり

ルミナス神戸2とホテル宿泊がセット

※対象宿泊施設13施設

10500円～

※ホテル・宿泊日・
食事有無により金額

が違います

各ホテルへ要予約

●
スカイマーク搭乗券で船に
“乗っ得”キャンペーン

飛行機とジョイ
ント

2011.2.1～
2011.4.15

スカイマーク利用でルミナス神戸2が「乗船料半額」

例）第1・3便　第2便
（土・日・祝）

3,150円→1,580円
ルミナスクルーズへ電話予約

早駒運輸（株） 神戸港内 神戸市

兵
庫
県

ルミナスクルーズ（株）

海上アクセス（株） 関西空港～神戸 神戸市

神戸港内 神戸市

エリア
／府
県

交通事業者 所在地

企画乗車券
主な運行エリア・主
な路線・周遊エリア

区分

船【兵庫】



観光来訪者に向けた企画乗車券の商品造成・広報のあり方に関する調査　基礎資料　④共同企画

名称 主な運行エリア 乗車券種 発売期間 利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 発売場所 特記事項

3dayチケット（関西限定版）　春 関西エリア 3日間フリーキップ 2011.3.18～5.5 ～2011.5.8 使用開始日よりお好きな3日
3日乗り放題
（1日乗り放題×3回）

約350施設で優待特典あり 5000円 とびとび3日使用可

3dayチケット（関西限定版）　夏 　　　〃 3日間フリーキップ 2011.7.15～8.21 ～2011.8.31 使用開始日よりお好きな3日 　　　　〃 　　　　〃 5000円 〃

3dayチケット（関西限定版）　秋 　　　〃 3日間フリーキップ 2011.10.28～12.11 ～2011.12.25 使用開始日よりお好きな3日 　　　　〃 　　　　〃 5000円 〃

3dayチケット（春夏版） 　　　〃 3日間フリーキップ 2011.4.1～9.30 2011.4.1～10.31 使用開始日より連続3日間 3日乗り放題
約350施設で優待特典あり

5000円 クーポン発売場所は近畿2府4県および三重県下を除く

2dayチケット（春夏版） 　　　〃 2日間フリーキップ 2011.4.1～9.30 2011.4.1～10.31 使用開始日よりお好きな2日 2日乗り放題 　　　　〃 3800円 〃

3dayチケット（秋冬版） 　　　〃 3日間フリーキップ 2011.10.1～2012.3.31 2011.10.1～2012.4.30 使用開始日より連続3日間 3日乗り放題 　　　　〃 5000円 〃

2dayチケット（秋冬版） 　　　〃 2日間フリーキップ 2011.10.1～2012.3.31 2011.10.1～2012.4.30 使用開始日よりお好きな2日 2日乗り放題 　　　　〃 3800円 〃

KANSAI　THRU　PASS 2day
　（春夏版）

　　　〃 2日間フリーキップ 2011.4.1～9.30 2011.4.1～10.31 使用開始日よりお好きな2日 2日乗り放題
約350施設で優待特典あり

5000円 英語、中国語、韓国語のガイドブックあり

KANSAI THRU　PASS　2day
（秋冬版）

　　　〃 2日間フリーキップ 2011.10.1～2012.3.31 2011.10.1～2012.4.30 使用開始日よりお好きな2日 2日乗り放題 約350施設で優待特典あり 5000円 英語、中国語、韓国語のガイドブックあり

KANSAI　THRU　PASS 3day
（春夏版）

　　　〃 3日間フリーキップ 2011.4.1～9.30 2011.4.1～10.31 使用開始日よりお好きな3日 3日乗り放題 　　　　〃 3800円 英語、中国語、韓国語のガイドブックあり

KANSAI　THRU　PASS 3day
（秋冬版）

　　　〃 3日間フリーキップ 2011.10.1～2012.3.31 2011.10.1～2012.4.30 使用開始日よりお好きな3日 3日乗り放題 　　　　〃 3800円 英語、中国語、韓国語のガイドブックあり

ＯＳＡＫＡ海遊きっぷ
（大阪市内版）

海遊館入館券+
1日フリーきっぷ

2011.2.18～2012.2.14 発売期間中のお好きな1日
海遊館の入館＋
電車・バスに1日乗り放題

観光施設約30か所の入場料等が
割引

2400円
地下鉄全駅長室、地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六丁目除く）、市営交通案内コーナー（新大阪・梅田・天王寺）、グッズセンターなんば、市営交通アクセスガイド（なんば）、
地下鉄駅構内売店、大阪市ビジターズインフォメーションセンター（新大阪、梅田、難波、天王寺）、関西国際空港など

ＯＳＡＫＡ海遊きっぷ
（阪神版）

海遊館入館券+
1日フリーきっぷ

2011.2.18～2012.2.14 発売期間中お好きな1日

海遊館の入館券がセットになった1日フリー乗車券

阪神電車：全線(神戸高速線を除く)、大阪市交通局（地下
鉄・ニュートラム・バス全線）

きっぷを提示するだけで、観光施設（約30
施設）の料金がが割引

2800円 梅田・尼崎・甲子園・御影・三宮の各駅長室、九条駅（係員不在時を除く）
特急料金は含まず
海遊館休館日：2011/6/22・23、
2012/1/17～19,2/15・16

ＯＳＡＫＡ海遊きっぷ
（近鉄版）

海遊館入館券+
1日フリーきっぷ

2011.2.18～
2012.2.14

2011.2.18～
2012.2.14

発売期間中のお好きな1日

近鉄線乗り放題+
阪神 大阪難波～九条間乗り放題+
大阪市交通局（地下鉄・ニュートラム・バス）乗り放題+
海遊館入館券

近鉄線有効区間
【近鉄版①】
石切～大阪難波、堅下～布施、信貴山口～河内山本、新
石切～長田、道明寺～大阪阿部野橋
【近鉄版②】
スルッとKANSAIエリア

観光施設約30箇所での割引特典あり
近鉄版①　3000円
近鉄版②　3300円

【近鉄版①】
大阪難波、近鉄日本橋、大阪上本町、鶴橋、布施、長瀬、近鉄八尾、河内山本、河内小阪、八戸ノ里、河内花園、瓢箪山、荒本、吉田、新石切、大阪阿部野橋、矢田、河内天美、河内松原、藤井
寺、道明寺の各駅

【近鉄版②】
大阪難波、大阪上本町、河内国分、五位堂、大和高田、大和八木、桜井、榛原、名張、桔梗が丘、伊賀神戸、生駒、東生駒、富雄、学園前、大和西大寺、新大宮、近鉄奈良、京都、近鉄丹波橋、
向島、大久保、新田辺、興戸、高の原、近鉄郡山、天理、王寺、学研奈良登美ヶ丘、大阪阿部野橋、古市、尺土、高田市、橿原神宮前、飛鳥、壺阪山、喜志、富田林、河内長野、近鉄御所の各駅

特急料金は含まず

ＯＳＡＫＡ海遊きっぷ
（南海版）

海遊館入館券+
1日フリーきっぷ

2011.2.18～2012.2.14 発売期間中お好きな1日

海遊館の入館券がセットになった1日フリー乗車券

南海電鉄全線、大阪市交通局（地下鉄・ニュートラム・バス
全線）

観光施設約30ヶ所の入場料等が割引 2850円 各駅窓口(無人駅など一部の駅を除く)
特急料金は含まず
海遊館休館日：2011/6/22・23、
2012/1/17～19,2/15・16

OSAKA海遊きっぷ
（北急版）

海遊館入館券+
1日フリーきっぷ

2011.2.18～2012.2.14 利用日1日
海遊館の入館券がセットになった1日フリー乗車券（北大
阪急行全線＋大阪市営地下鉄全線）

観光施設約30か所の入場料等が割引 2500円 千里中央、桃山台、緑地公園の各駅

ＯＳＡＫＡ海遊きっぷ
（阪急版）

海遊館入館券+
1日フリーきっぷ

2011.2.18～2012.2.14 発売期間中お好きな1日
海遊館の入館券がセットになった1日フリー乗車券
阪急電鉄全線（神戸高速線を除く）、大阪市営地下鉄・
ニュートラム・バス全線

きっぷを提示するだけで、観光施設（約30
施設）の料金が割引

阪急版　2800円 [阪急版]梅田、十三、塚口、西宮北口、夙川、三宮、豊中、石橋、川西能勢口、宝塚、淡路、茨城市、高槻市、桂、河原町、北千里の各サービスセンター、梅田駅インフォメーションギャラリー
特急料金は含まず
海遊館休館日：2011/6/22・23、
2012/1/17～19,2/15・16

ＯＳＡＫＡ海遊きっぷ（京阪版）
海遊館入館券+
1日フリーきっぷ

2011.2.18～2012.2.14 発売期間中お好きな1日

海遊館の入館券がセットになった1日フリー乗車券

京阪電車全線（男山ケーブル、大津線を除く）、
大阪市交通局（地下鉄､ニュートラム､市バス全線）

きっぷを提示するだけで、観光施設（約30
施設）の料金がが割引

2850円 中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市、寝屋川市、 香里園、枚方市、樟葉、中書島、丹波橋、祇園四条、三条、出町柳の各駅
特急料金は含まず
海遊館休館日：2011/6/22・23、
2012/1/17～19,2/15・16

ＯＳＡＫＡ海遊きっぷ
（泉北高速版）

海遊館入館券+
1日フリーきっぷ

2011.2.18～2012.2.14 発売期間中お好きな1日

海遊館の入館券がセットになった1日フリー乗車券

泉北高速鉄道全線、南海電鉄（なんば～中百舌鳥、なん
ば～堺、汐見橋～岸里玉出）、大阪市交通局（地下鉄・
ニュートラム・バス全線）

観光施設約30ヶ所の入場料等が割引 2900円 各駅窓口及び定期券うりば
特急料金は含まず
海遊館休館日：2011/6/22・23、
2012/1/17～19,2/15・16

ＯＳＡＫＡ海遊きっぷ
（神鉄版）

海遊館入館券+
1日フリーきっぷ

2011.2.18～2012.2.14 発売期間中のお好きな1日
海遊館入館と神戸電鉄全線+神戸高速（湊川～阪急三
宮）+阪急電車全線+大阪市内版の有効区間がセットに
なった1日フリー乗車券

観光施設約30か所の入場料等が割引 3400円 神戸電鉄主要駅、販売店、神鉄グループ総合案内所、委託発売所

ＯＳＡＫＡ海遊きっぷ
（能勢版）

海遊館入館券+
1日フリーきっぷ

2011.2.18～2012.2.14 発売期間中お好きな1日

海遊館の入館券がセットになった1日フリー乗車券
能勢電鉄全線（ケーブル・リフトを除く）、阪急電鉄全線（神
戸高速線を除く）、大阪市営地下鉄、ニュートラム、バス全
線

きっぷを提示するだけで、観光施設（約30
施設）の料金が割引

3100円 平野・山下の各駅、川西能勢口駅ごあんないカウンター

営業エ
リア／
府県内

実施事業者
所在
地

対象
エリア

大
阪
市

大
阪
市

企画乗車券

【クーポン券発売】下記各旅行会社の主要支店、営業所、旅行センター、コンビニエンスストアマルチメディア端末で発売。
・JR東日本びゅうプラザ・JR東海ツアーズ・JR九州旅行・JR北海道ツインクルプラザ・JTB・JTBトラベランド・近畿日本ツーリスト・KNTツーリスト・日本旅行・東急電鉄テコプラザ・トップツアー・東
武トラベル・名鉄観光・農協観光・京王観光・小田急トラベル・京急観光・西鉄旅行・日通旅行・ひろでん中国新聞旅行・防長トラベル・タビックスジャパン・エイチアイエス・ビックホリデー・阪急交通
社・京阪交通社・南海国際旅行・京浜急行電鉄・東京モノレール・羽田空港・ブックファースト（渋谷文化村通り店、新宿店）・札幌通運・シティライントラベル・ホワイトベアーーファミリー・JTA商事・
ANAセールス汐留カウンター・コンビニエンスストアマルティメディア端末（ローソン、ファミリーマート・セブンイレブン・サークルKサンクス）
【チケット発売（直接購入）】
ブックファースト（渋谷文化村通り店、新宿店）、京浜急行電鉄（京急品川駅、羽田空港駅）、東京モノレール（浜松駅、羽田空港第1ビル駅、羽田空港第2ビル駅）※東京モノレールは3dayチケット
のみ発売、羽田空港（第1ターミナル案内所、第2ターミナル案内所）、シティライントラベル（福岡営業所）、名門大洋フェリー、オレンジフェリー(2dayチケットのみ発売)、フェリーさんふらわあ

・大阪市交通局・阪急電鉄・阪神電車・南海電鉄・京阪電車・近畿日本鉄道・北大阪急行電鉄・能勢電鉄・泉北高速鉄道・神戸市交通局・山陽電車・神戸電鉄・北神急行電鉄・神戸高速・神戸高
速鉄道・京都市交通局・嵐電（京福電車）・ポートライナー・六甲ライナー・叡山電車・阪急バス・和歌山バス・和歌山バス那賀・大阪モノレール・阪急田園バス・南海ウイングバス南部・奈良市観
光センター

韓国、台湾、香港、タイなど各国の取扱旅行会社、関西国際空港1階KAAトラベルデスク、南海電鉄関西空港駅、大阪国際空港、京都駅前バスチケットセンター、大阪ビジターズインフォメーショ
ンセンター、奈良市観光情報センター、大阪国際ユースホステル、新大阪ユースホステル、パンスターフェリー大阪ターミナル
【ホテルゲストのみ】都ホテル大阪、新阪急ホテル、帝国ホテル大阪、ホテル阪急インターナショナル、大阪キャッスルホテル、リーガロイヤルホテル堺、ラマダホテル、神戸ポートピアホテル、三
宮ターミナルホテル、ウェスティン淡路、京都センチュリーホテル

広
域
①

海
遊
館
+
各
電
鉄
会
社

関
西
エ
リ
ア

ス
ル
ッ
と
K
A
N
S
A
I

協
議
会

関
西
エ
リ
ア

広
域
②

【スルッとＫＡＮＳＡＩ】
【来阪ビジター周遊促進委員会】

【スルっとＫＡＮＳＡＩ協議会事務局財団法人神戸観光コンベンション協会】



名称 主な運行エリア 乗車券種 発売期間 利用期間 有効期間 内容 特典 プライス（大人・円） 発売場所 特記事項

営業エ
リア／
府県内

実施事業者
所在
地

対象
エリア

企画乗車券

スルッとＫＡＮＳＡＩ
大阪周遊パス
（阪急拡大版）

1日フリーきっぷ+
施設入場

春夏
2011.4.1～2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

春夏
2011.4.1～2011.10.31
秋冬
2011.10.1～
2012.4.30

ご利用期間中のお好きな1日

阪急電鉄神戸線・宝塚線・京都線の梅田～水無瀬間と千
里線 1日乗り放題+
大阪市内の電車バス1日乗り放題+
観光スポット最大27箇所入場可能

ガイドブックに添付のクーポンで14施設、
約40店舗で割引が受けられる

2300円 阪急電鉄の梅田、十三、塚口、西宮北口、夙川、三宮、豊中、石橋、川西能勢口、宝塚、淡路、茨木市、高槻市、北千里の各ごあんないカウンター

スルッとＫＡＮＳＡＩ
大阪周遊パス
（近鉄拡大版）

1日フリーきっぷ+
施設入場

春夏
2011.4.1～2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

春夏
2011.4.1～2011.10.31
秋冬
2011.10.1～
2012.4.30

ご利用期間中のお好きな1日
近鉄線 大阪府・奈良県内の主要路線 1日乗り放題+
大阪市内の電車バス1日乗り放題+
観光スポット最大27箇所入場可能

ガイドブックに添付のクーポンで14施設、
約40店舗で割引が受けられる

2500円
大阪難波、近鉄日本橋、大阪上本町、鶴橋、布施、長瀬、近鉄八尾、河内山本、河内国分、五位堂、大和高田、大和八木、桜井、榛原、河内小阪、八戸ノ里、河内花園、瓢箪山、生駒、東生駒、
富雄、学園前、大和西大寺、近鉄奈良、高の原、近鉄郡山、天理、王寺、大阪阿部野橋、河内天美、河内松原、藤井寺、古市、尺土、高田市、橿原神宮前、飛鳥、壺阪山、喜志、富田林、河内長
野、近鉄御所の各駅

特急料金は含まず

スルッとＫＡＮＳＡＩ
大阪周遊パス
（南海拡大版）

1日フリーきっぷ+
施設入場

春夏
2011.4.1～2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

春夏
2011.4.1～2011.10.31
秋冬
2011.10.1～
2012.4.30

ご利用期間中のお好きな1日

南海電鉄の大阪府内全線（なんば～孝子、なんば～天
見、汐見橋～岸里玉出、高師浜線、空港線、多奈川線） 1
日乗り放題+
大阪市内の電車バス1日乗り放題+
観光スポット最大27箇所入場可能

ガイドブックに添付のクーポンで14施設、
約40店舗で割引が受けられる

2300円 南海電鉄のなんば、新今宮、住吉大社、堺、羽衣、泉大津、岸和田、泉佐野、関西空港、みさき公園、汐見橋、住吉東、堺東、北野田、河内長野

スルッとＫＡＮＳＡＩ
大阪周遊パス
（京阪拡大版）

1日フリーきっぷ+
施設入場

春夏
2011.4.1～2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

春夏
2011.4.1～2011.10.31
秋冬
2011.10.1～
2012.4.30

ご利用期間中のお好きな1日

京阪電車大阪府内（千林～樟葉、枚方市～私市）1日乗り
放題+
大阪市内の電車バス1日乗り放題+
観光スポット最大27箇所入場可能

ガイドブックに添付のクーポンで14施設、
約40店舗で割引が受けられる

2200円 京阪電車の中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市、寝屋川市、香里園、枚方市、樟葉の各駅事務室

スルッとＫＡＮＳＡＩ
大阪周遊パス
（阪神拡大版）

1日フリーきっぷ+
施設入場

春夏
2011.4.1～2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

春夏
2011.4.1～2011.10.31
秋冬
2011.10.1～
2012.4.30

ご利用期間中のお好きな1日
阪神電車全線 1日乗り放題+
大阪市内の電車バス1日乗り放題+
観光スポット最大27箇所入場可能

ガイドブックに添付のクーポンで14施設、
約40店舗で割引が受けられる

2300円 阪神電鉄の出屋敷以西の各駅（係員不在時を除く）および梅田・尼崎の駅長室

スルッとＫＡＮＳＡＩ
大阪周遊パス
（泉北拡大版）

1日フリーきっぷ+
施設入場

春夏
2011.4.1～2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

春夏
2011.4.1～2011.10.31
秋冬
2011.10.1～
2012.4.30

ご利用期間中のお好きな1日
泉北高速鉄道1日乗り放題+
大阪市内の電車バス1日乗り放題+
観光スポット最大27箇所入場可能

ガイドブックに添付のクーポンで14施設、
約40店舗で割引が受けられる

2200円 泉北高速鉄道の各駅窓口及び定期券うりば

スルッとＫＡＮＳＡＩ
神戸街めぐり１ｄａｙクーポン
（神戸エリア版）

神戸エリア
1日フリーきっぷ+
神戸街遊券

春夏
2011.4.1～2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

春夏
2011.4.1～2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

発売期間中のお好きな1日

・神戸市営地下鉄（新神戸～三宮～新長田、および海岸
線全線）、神戸高速線全線（阪神、三宮含む）、ポートライ
ナー全線
・神戸街遊券650円分
・シティーループバス1日乗車券の割引券

神戸エリア版　900円

神戸市営地下鉄／新神戸～三宮～新長田及び海岸線の各駅窓口
神戸高速／高速神戸・新開地・高速長田の各駅
ポートライナー／三宮・神戸空港の各駅
阪急電鉄／阪急三宮ごあんないカウンター
阪神電車／阪神三宮駅長室

スルッとＫＡＮＳＡＩ
神戸街めぐり１ｄａｙクーポン
（阪急拡大版）

1日フリーきっぷ+
神戸街遊券

春夏
2011.4.1～2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

春夏
2011.4.1～2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

発売期間中のお好きな1日

・阪急全線+神戸エリアの路線
・神戸街遊券650円分
・シティーループバス1日乗車券の割引券

阪急線有効区間
神戸エリア+全線

阪急拡大版　1700円 阪急電鉄各ごあんないカウンター

スルッとＫＡＮＳＡＩ
神戸街めぐり１ｄａｙクーポン
（阪神拡大版）

1日フリーきっぷ+
神戸街遊券

春夏
2011.4.1～2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

春夏
2011.4.1～2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

発売期間中のお好きな1日

・阪神全線+神戸エリアの路線
・神戸街遊券650円分
・シティーループバス1日乗車券の割引券

阪神線有効区間
神戸エリア+全線

阪神拡大版　1500円 梅田・尼崎・甲子園・御影・阪神三宮の各駅長室、大阪難波駅

スルッとＫＡＮＳＡＩ
神戸街めぐり１ｄａｙクーポン
（神鉄拡大版）

1日フリーきっぷ+
神戸街遊券

春夏
2011.4.1～2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

春夏
2011.4.1～2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

発売期間中のお好きな1日

・神鉄全線+神戸エリアの路線
・神戸街遊券650円分
・シティーループバス1日乗車券の割引券

神鉄有効区間
神戸エリア+全線

神鉄拡大版　1600円 湊川・鈴蘭台・志染の各駅

スルッとＫＡＮＳＡＩ
神戸街めぐり１ｄａｙクーポン
（北神・神鉄拡大版）

1日フリーきっぷ+
神戸街遊券

春夏
2011.4.1～2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

春夏
2011.4.1～2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

発売期間中のお好きな1日

・北神急行全線+神鉄有馬線（鈴蘭台～有馬温泉）、三田
線、公園都市線+神戸エリアの路線
・神戸街遊券650円分
・シティーループバス1日乗車券の割引券

有効区間
北神急行全線+神鉄有馬線（鈴蘭台～有馬温泉）、三田
線、公園都市線+神戸エリア

北神・神鉄拡大版　1900円 神戸電鉄／有馬温泉・岡場・三田の各駅、北神急行電鉄／谷上

スルッとＫＡＮＳＡＩ
神戸街めぐり１ｄａｙクーポン
（山陽拡大版①・拡大②）

1日フリーきっぷ+
神戸街遊券

春夏
2011.4.1～2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

春夏
2011.4.1～2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

発売期間中のお好きな1日

・山陽拡大版①　神戸エリア+山陽電車明石以東
　山陽拡大版②　神戸エリア+山陽電車全線
・神戸街遊券650円分
・シティーループバス1日乗車券の割引券

山陽電鉄線有効区間
山陽拡大版①　神戸エリア+山陽電車明石以東
山陽拡大版②　神戸エリア+山陽電車全線

山陽拡大版①　1400円
山陽拡大版②　2000円

山陽拡大版①　西代・板宿・東須磨・須磨・垂水・明石の各駅、板宿・垂水・明石の各定期券発売所、ご案内センター（明石）

山陽拡大版②　明石・東二見・高砂・大塩・飾磨・姫路・網干の各駅、明石・東二見・高砂・飾磨・姫路の各定期券発売所、ご案内センター（明石）

スルッとＫＡＮＳＡＩ
神戸街めぐり１ｄａｙクーポン
（近鉄拡大版①・拡大②）

1日フリーきっぷ+
神戸街遊券

春夏
2011.4.1～2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

春夏
2011.4.1～2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

発売期間中のお好きな1日

・近鉄線+阪神全線+神戸エリアの路線
・神戸街遊券650円分
・シティーループバス1日乗車券の割引券

近鉄線有効区間
【近鉄版①】大阪府内の路線（道明寺線・けいはんな線の
長田～新石切間・ケーブルを除く）
【近鉄版②】近鉄線大阪府内・奈良県内の路線（道明寺
線・けいはんな線の長田～新石切間・田原本線・吉野線
の市尾以南・ケーブル・ロープウェイを除く）

近鉄拡大版①　1900円
近鉄拡大版②　2200円

[近鉄版①]
大阪難波、近鉄日本橋、大阪上本町、鶴橋、布施、長瀬、近鉄八尾、河内国分、八戸ノ里、河内花園、瓢箪山、大阪阿部野橋、矢田、河内天美、河内松原、藤井寺、古市、喜志、富田林、河内長
野の各駅

[近鉄版②]
大阪難波、大阪上本町、大阪阿部野橋、五位堂、大和高田、大和八木、桜井、榛原、生駒、東生駒、学園前、大和西大寺、近鉄奈良、高の原、近鉄郡山、天理、王寺、尺土、高田市、橿原神宮
前、飛鳥、壺阪山、近鉄御所の各駅
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大阪エリア
大阪周遊パス
（大阪エリア版）

1日観光乗車券+観
光施設入場

2000円大阪エリアの電車・バスに1日乗り放題
ガイドブックに添付のクーポンで14施設、
約40店舗で割引が受けられる

ご利用期間中のお好きな1日

春夏
2011.4.1～2011.9.30
秋冬
2011.10.1～
2012.3.31

春夏
2011.4.1～2011.10.31
秋冬
2011.10.1～
2012.4.30

大阪市交通局：地下鉄全駅長室、地下鉄駅構内定期券発売所（天神橋筋六丁目駅を除く）、市営交通案内コーナー（新大阪・梅田・天王寺）、市営交通アクセスガイド（なんば）、グッズセンターな
んば、地下鉄駅構内売店
阪急電鉄：梅田、十三、淡路駅の各ごあんないカウンター
阪神電車：梅田〜尼崎、阪神なんば線各駅（係員不在時を除く）
京阪電車：中之島、淀屋橋、天満橋、京橋、守口市の各駅事務室
近畿日本鉄道：大阪難波、近鉄日本橋、大阪上本町、鶴橋、今里、大阪阿部野橋、河堀口、北田辺、今川、矢田の各駅
南海電鉄：なんば、新今宮、住吉大社、堺、汐見橋、住吉東、堺東
施設：大阪市ビジターズインフォメーションセンター（大阪市観光案内所［新大阪・梅田・天王寺・難波］）、関西国際空港KAAトラベルデスク、その他施設など
ホテル：
■新大阪周辺
ヴィアイン新大阪、 ホテルクライトン新大阪
■梅田(キタ)周辺
大阪マルビル 大阪第一ホテル、 ホテルグランヴィア大阪、 ホテルモントレ大阪、 大阪新阪急ホテル、 アパホテル＜大阪天満＞、 ホテルグリーンプラザ大阪、 トーコーシティホテル梅田、 大阪
東急イン、 ANAクラウンプラザホテル大阪、 ホテル阪神
■OAP／大阪城周辺
帝国ホテル大阪、 アパヴィラホテル＜大阪谷町四丁目駅前＞、 アパホテル＜大阪谷町＞、 ホテルモントレ ラ・スール大阪、
■中之島／本町周辺
アパホテル＜大阪肥後橋駅前＞、 アパヴィラホテル＜淀屋橋＞、 アパホテル＜御堂筋本町駅前＞、 三井ガーデンホテル大阪淀屋橋、 シティルートホテル
■難波(ミナミ)周辺
なんばオリエンタルホテル、 ホテルメトロ Ｔｈｅ２１、 大和屋本店、 道頓堀ホテル、 ホテルクロスオーバー、 ホテルモントレグラスミア大阪、 ホテル心斎橋ライオンズロック
■天王寺周辺
アパホテル＜天王寺駅前＞
■ベイエリア
ホテルシーガルてんぽーざん大阪、 ベストウェスタン・ジョイテル大阪
■郊外(尼崎市、堺市)
尼崎セントラルホテル、 都ホテルニューアルカイック、 リーガロイヤルホテル堺

【大阪周遊パス取り扱い旅行会社】
※大阪エリア版（2,000円）のみ発売。　※引換クーポンを発行。
JTB、近畿日本ツーリスト、KNTツーリスト、日本旅行、JR東海ツアーズ、JR九州旅行、トップツアー、東武トラベル、名鉄観光サービス、農協観光、京王観光、小田急トラベル、京急観光、阪急交
通社、JTA商事、JALツアーズ、全日空スカイホリデー、シティライントラベル、ホワイトベアーファミリー、南海国際旅行、京阪交通社、日通旅行、ひろでん中国新聞旅行、防長トラベル、札幌通
運、タビックスジャパン、エイチ・アイ・エス、ビッグホリデー、東京急行電鉄テコプラザ、JR北海道ツインクルプラザ、JR東日本びゅうプラザ、西鉄旅行

【引き渡し場所】
旅行会社発行の引換クーポン券をお持ちの方は、大阪市内4ヵ所の大阪市ビジターズインフォメーションセンター（大阪市観光案内所［新大阪・梅田・天王寺・難波］）と市営交通アクセスガイド（な
んば）で大阪周遊パスと交換いたします。なお、交換の際、窓口でガイドブックをお渡しいたしますので、利用法など詳しくはガイドブックをご覧ください。
※大阪市ビジターズインフォメーションセンターでは、観光全般、ショッピング、食事、宿泊に関する最新の情報を地図やガイドブックとともに提供しています。
※年末年始の引換につきましては、事前に来阪ビジター周遊促進委員会までお問い合せください。
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【スルッとＫＡＮＳＡＩ】
【来阪ビジター周遊促進委員会】

【スルっとＫＡＮＳＡＩ協議会事務局財団法人神戸観光コンベンション協会】


